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木村駿吉による教科書『新編物理学』 
 

Shinpen Butsurigaku: Shunkichi Kimura’s Physics Textbook 

 

中島研究室 

益田 すみ子 Sumiko MASUDA 

 

1. はじめに 

 木村駿吉(1866-1938)は，日露戦争を勝利に導いたと言われる三六式無線電信機の開発

で名を知られた人物である．しかし，彼は海軍技師として働く以前の若い時期から，科

学に関わるさまざまな活動をおこなっていた．本稿では，木村のさまざまな活動の中か

ら，彼が大学卒業直後に著した教科書に注目する．この教科書では，実験や観察を多く

扱い，物理学を利用した多くの機器を説明し，また当時としては珍しく身近な自然現象

を科学的に解説している．さらに説明は理論的で，言文一致体を用いるなど，従来から

近代的な教科書と言われてきた．しかし，この教科書の特徴はこれだけではないことを，

本稿で明らかにする．木村は，科学の進歩と普及によって社会が豊かになることを信じ

ており，また学んだことを広く社会に還元することを自らの義務と考えていた．そこで

彼の教科書は，科学としての物理学を学生たちがより深く理解することを目的としてい

た． 

 木村は，1888(明治21)年に帝国大学理科大学校物理学科を卒業し，大学院へ進んだ．

同時に，第一高等中学校の嘱託教員として，物理を教え始める．2年後には大学院を終

え，第一高等中学校教授となった．同じ1890(明治23)年に木村は教科書『新編物理学』

を出版した．本教科書は，高等中学校予科，尋常師範学校，尋常中学校などで週3時間

の1年間の授業で使用することを念頭に書かれた．しかし内容が盛りだくさんだったた

め，これらの学校での採用は難しく，翌1891年に『新編物理学』を簡略化して『新編小

物理学』を，1893年には『新編中物理学』を刊行している．前者は週1時間，後者は週2

時間の授業で使用できるようにしたという1．1896年(明治29)年に，『新編小物理学』が

中学校用として，文部省の検定済教科書となる．続いて，1897年には『新編物理学』が

師範学校用として，翌1898年には『新編中物理学』が中学校用として，それぞれ検定済

み教科書として認定される2． 

 これらの教科書は，検定済となる以前から版を重ねて出版されており，『新編物理学』

は初出版から7年後の1897年刊行の本には，増補四訂11版と記されている3．後に，木村

の妻香芽子が想い出として，この教科書が大変よく売れて印税が入り助かったといい，

                                                           
1 木村駿吉『新編物理学』内田老鶴圃，1890年．『新編小物理学』内田老鶴圃，1891年．『新

編中物理学』内田老鶴圃，1893年．それぞれの教科書の序に授業時間の目安が記されている． 
2 『師範学校・尋常中学校・高等女学校検定済教科用図書表』文部省出版，明治19年5月～

明治33年12月． 
3 使用の可否を伺い出る「教科書認定制度」であったものが，1886(明治19)年に「教科書用

図書検定条例」により検定制度が始まった．しかしこれ以降も，許可を与える積極的検定

と，無害証明を与える消極的検定が繰り返された．教科書出版が急激に増加した時期であ

り，文部省・東京府庁・民間書店の三つ巴の抗争の中で，検定制度は安定した制度だった

わけではない．したがって，検定済教科書になったことと『新編物理学』が広く普及した

ことの関係は不明である．参考：梶山雅史『近代日本教科書史研究 ―明治期検定制度成立

と崩壊―』ミネルヴァ書房，1988年． 



木村駿吉による教科書『新編物理学』 (益田 すみ子) 

2 

 

出版社も教科書がよく売れたことに感謝し，木村によく報いてくれたと語っている4．

このように，『新編物理学』は刊行当時から，多くの学校で採用された教科書だった． 

 明治20年前後の理科教科書について論じた文献では，『新編物理学』について多く言

及されている．以下にその主なものをあげる． 

 岡邦雄は「理科教科書発達史」で，「小学校上級及び中等校初級のものを基準とし，

必要に応じてそれより上の程度」の教科書を，時代に分けて論じている5．本教科書に

ついては，時代区分として1886(明治19)年の「学校令」に始まる第二期の中で取り上げ

ている．岡はこの第二期の教科書執筆者を，「明治十年代初期に東京大学を卒へて海外

留学を命じられた俊秀新進の科学者たち」であるという．お雇い外国人教師の跡を継い

で大学の講座を得，「科学に対して健実な自信を有ち始め」，「各の専門学術に於て開路

者の自覚と意気とを有つてゐた彼等は，その学問研究に對すると同じい(原文ママ)一種

の良心と精力とを傾倒し，各自進んで教科書(主として中等教科書)の編纂に従った」と

している．大学卒業直後の木村は，この頃出版された教科書の執筆者の中では最も若く，

岡の指摘する教科書執筆者たちより一世代後の年齢にあたる．しかし，進んで教科書の

編纂にあたった点で，木村は彼らと同じであった． 

 岡は『新編物理学』について，木村が緒言に自ら書いた特徴の中から，以下の点をあ

げてこの教科書の特色としている．岡によれば，本教科書では「生徒がこの書によりコ

モンセンスを養はんこと多からんことを望」み，訳語は数学物理学会編纂の訳語に従っ

たという．また俗文体で「いく分軟らかい感じを興へる」と述べている．内容に関して

岡は，質量について「物質量」として運動の第二法則から規定していることに特に言及

している6． 

 板倉聖宜は，『理科教育史資料第2巻 理科教科書史』で，『新編小物理学』について，

「翻訳教科書そのものではなくて日本人の編著になるごく初期の教科書」として，「文

章も「俗文体」で，使われている物理用語も今日のものに近くて，当時にあってはかな

り斬新な教科書であるが，やはり全体としては翻訳臭さが消えていない」と評している7．

また，板倉は，『増補版 模倣と創造』でも，木村を明治中期に物理学の普及・啓蒙の

上で著しい仕事をしていたとし，『新編物理学』を，当時最も普及した権威ある教科書

と評価している8． 

 明治期の物理書の調査で知られる橋本万平は，『素人学者の古書探究』の「雑読礼讃

―木村駿吉―」で，木村の『新編物理学』を，それまでの洋書の書き写しや抄訳と違い，

初めて日本人の頭で書いた教科書といえると評価している．日本の天気図や魔鏡，日本

の磁気測量などの日本に独自の題材を取り上げていることから，「日本の物理書の一つ

の新しい時期を劃したといってよい」といい，「如何に世に受け，日本の物理教育に大

きい役割を果たしていたかがわかる」という9． 

 また，小林昭三と興治文子は「日本各地の授業筆記等で解明する明治中期「理科」・「科

学」教育の実態と国際的連関」で，『新編中物理学』をゲージ(A. P. Gage, 1836-1903) の

アクティブラーニング型の教科書の例としてあげており，原子・分子・エネルギー概念

                                                           
4 木村香芽子述，平井恒子記「無電の父を語る」『日本母性』1942年12月号． 
5 岡邦雄「附録 理科教科書発達史」『唯物論と自然科学』叢文閣，1935(昭和10)年，275-395頁． 
6 前掲注5，332-333頁． 
7 板倉聖宜・三井澄雄・長谷川純蔵・永田英治・松井吉之助・富樫裕編著『理科教育史資料

第2巻 理科教科書史』東京法令出版，1986(昭和61)年10月1日，419頁． 
8 板倉聖宜『増補版 模倣と創造 科学教育における研究の作法』仮設社，1987年，77-78頁． 
9 橋本万平『素人学者の古書探究』東京堂出版，1992年，175頁． 
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を統一的物質観の要に置いたと新しさを指摘している10．ここで述べられているアクテ

ィブラーニング型とは，自然に対して実験的に問いかけ，問いかけに対する予測が正し

いかどうかを実験結果から検証する授業法である． 

 以上のように，『新編物理学』に『新編小物理学』と『新編中物理学』を含めた木村

による一連の3冊の教科書は，従来の翻訳に頼った教科書から脱し始めた時期に，日本

人に適した内容を混ぜながら，近代的な教育法を取り入れ，この時代を先導した新しい

教科書として高く評価されてきた．すなわち，それまでの教科書に比較して，実験や観

察を多く扱い，説明は理論的であることが認められ，また文章がほぼ言文一致体である

ことも指摘されている．この評価は，1935年の岡から2013年の小林・興治まで，80年近

く変わっていない． 

 本稿では，『新編物理学』が当時としては先端的な教科書であったという評価を前提

に，その新しさに木村が込めた特徴はこれだけではなかったことを明らかにする．検討

は，木村が『新編物理学』の緒言に自ら書いた本教科書の特徴をもとにおこなう．緒言

では本教科書執筆の際に参考とされた3冊のイギリスで刊行された教科書があげられて

いる．これらと本教科書を比較することにより，木村が教科書を通して何を主張したか

ったか考察する．また，木村が教科書執筆と同時期に著した他の本からも木村の意図を

探ることができる．大学を卒業し，教育者として出発したばかりの木村が，この時期に

どのような教科書を執筆しようとしたのかを探ることにより，日本の明治中期の物理教

育に，教科書執筆者やそれを使用する教師たちが何を期待していたのか知ることができる． 

 以下，2節では『新編物理学』が書かれた1890(明治23)年が，木村にとってどんな時

期であったか確認する．続く3節では，『新編物理学』の諸言で木村自身が列挙している

本教科書の特徴を検証する．4節ではこれを受け，本教科書の内容からみた特徴を明確

にし，木村の教科書執筆の意図を検討する．以上の結論として，5節で『新編物理学』

の新しさについてまとめる． 

 

2. 『新編物理学』が書かれた1890(明治23)年 

 明治政府は，1871(明治4)年に文部省を新設し，翌年には「学制」を公布した．しか

し，日本の学校制度が整ったといえるのは，1886(明治19)年になってからである．この

年，「小学校令」から「帝国大学令」に至る各種学校令を敷き，尋常小学校を義務教育

にし，また各府県に尋常中学校と尋常師範学校を設置した．一方，官立の高等中学校を

5校，東京に官立の高等師範学校を1校おき，東京大学と工部大学校を合併して帝国大学

とし，その上に大学院をおいた．1886(明治19)年になり，小学校から大学院まで，教育

の場を設けるだけでなく，教育にあたる教員養成の場も整えることができたのである11．

こうして学校制度が整い，将来科学者や技術者にはならない多くの生徒たちも，科学教

育を受ける機会を持つ時代が来た． 

 東京大学へ入学する準備のための教育機関として設立された大学予備門は，1886年の

学校令により第一高等中学校に改称された．新しい制度のもとに入学した生徒たちは，

1889(明治22)年には3年間の予科を終え本科へ進学した．この1889年が，第一高等中学

校では，新しく再編されたカリキュラムのもとで本格的に本科の教育が始まった年であ

る．木村駿吉は，その前年から第一高等中学校で教壇に立ち始めた． 

 この時期の木村は教壇に立つ一方で，精力的に多くの著書を出版している．以下に，

                                                           
10 小林昭三・興治文子「日本各地の授業筆記等で解明する明治中期「理科」・「科学」教育

の実態と国際的連関」『科学史研究』52巻，2013年，200-210頁．  
11 板倉聖宣『増補日本理科教育史』仮説者，2009年，178頁． 



木村駿吉による教科書『新編物理学』 (益田 すみ子) 

4 

 

この4年間に出版された木村の著書を示す． 

 

 1890(明治23)年：『科学の原理』12，『新編物理学』 

 1891(明治24)年：『物理学現今の進歩』13，『新編小物理学』 

 1893(明治26)年：『新編中物理学』，メンデンホール著『電気学術の進歩』14 

         ダニエル著『物理学原論』第2版15 

 

 これらのうち，『科学の原理』と『物理学現今の進歩』は，木村が担当した，第一高

等中学校の本科1年の文科の学生のための物理学の授業記録である．科学史および科学

方法論を記した『科学の原理』は，授業終了後にこれをまとめることを友人から勧めら

れ，1冊の本として刊行したという．『物理学現今の進歩』では，木村は第一巻の序で「生

徒が草稿を一々複寫するの勞を省かんが爲め 兼て世間に物理學の教科書はあれども

特志者の爲め教員の爲め髙尚なる現今の進歩を述べたるものなきに依り之を印刷に附

して世に公にす」と出版の理由を書いている．すなわち，自分の授業を受ける生徒がノ

ートをとる手間を省くためだけでなく，教員や興味を持つ一般の人にも役立つようこの

本を出版したという．以上のように，木村のこの時期の著書は，授業記録，英語による

教科書とそれに準ずる本の翻訳書，加えて自身で編んだ教科書である．ただし，教科書

は自分の授業で使用するものではない．自分が学んだことをまとめ，多くの人に広く使

ってもらうためのものであった． 

 木村は生涯にわたり多くの本を出版したが，その出発点がこの時期の授業記録や教科

書の執筆である．彼は，自分が学んだことを書物として公にすることの意義を，1893

年出版のアルフレッド・ダニエル(A. Daniell, 1853-1937)の教科書を翻訳した『物理学原

論』の第2版の序で以下のように語っている． 

 

 國家の財用に依て數年の學業を受け今や幸に飢渇の其身に及ぶを免かる其國家に

盡すべきの義務一般人に超絶することなくして可ならんや．・・・己れの所長を用

て國家同胞の益を圖るなり曰く己の所長を進捗養成して利を後世に遺し功を同胞

に歸するなり・・・我國今日の學者編述する所概ね皆教科書の類にして利と見ざる

の事業に至ては寥々晨星の如し是れ亦吾人を驅て之れに従事せしめるための理由

なりとす 

 法律則るべし科學摸すべし文學倣ふべし政治據るべし工業習ふべし我國現今の位

置如何を知るものは其今支屈して後に伸ぶるの已むを得ざるを諾せん要するに今

日彼に受る所のものを他日に及んで元子千倍し以て人類進歩の大流に朝宗せしむ

るある16 

 

このように，自分は国家の財により数年の学業を受けたので，国家のために尽すべき義

務があるという．彼は，自分の得意とするところで国家同胞の利益を図り，進歩し成長

                                                           
12 木村駿吉『科学の原理』金港堂，1890年．筆者は2015年に『科学の原理』について紹介

した．研究ノート「『科學の原理』：第一高等中学校における木村駿吉の講義録」『技術文化

論叢』第18号，2015年，54-70頁． 
13 木村駿吉『物理学現今の進歩』巻の一～六，内田老鶴圃，1890～91年． 
14 メンデンホール(木村駿吉・重見経誠訳)『電気学術の進歩』内田老鶴圃，1893年． 
15 アルフレッド・ダニエル(木村駿吉訳)『物理学原論』上巻・下巻，内田老鶴圃，第二版1893

年(初版1884年)． 
16 前掲注15上巻，「物理学原論序」(一)～(三)頁． 
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し利益を後世に残し，功を同胞に帰するべきであると考えた．彼によれば，我が国の今

日の学者は，概ね教科書の類を編述するのみで，現在の位置では，科学は模し，工業は

習うというように，屈して今は受けるだけだが，他日に及んで千倍にして人類進歩の大

きな流れに合流できるという．このように木村は，自ら学んだものを出版により公にす

ることが，自分にとって可能な社会への貢献であると考えた．その根底には，日本の近

代化は科学の受容により成就するものであり，それはまた日本に留まらず，人類の進歩

に繋がるものであるという彼の信念があった． 

 木村が『新編物理学』を書いた時期は，大学を卒業し，1886年の学校令によりできた

第一高等中学校の新しいカリキュラムのもとで文科の学生のために物理学の講義を開

始した時期である．それは，将来専門家にならない一般の人々も科学を学ぶ時代が始ま

った時期であった．彼は，これまで学んだことを広く社会に普及させ，社会の進歩発展

のために自分自身を生かすことを熱心に考えていた．木村は，将来は科学者や技術者と

して働くわけではない生徒たちが，科学を理解することの重要性を認め，それこそが社

会を進歩させると考え，自分ができることはそのために教科書を書くことであった． 

 

3. 『新編物理学』緒言 

 この節では，一連の教科書3冊の中で原本となっている『新編物理学』に焦点を絞る．

『新編物理学』は，上・下2巻からなり，以下のように6編から構成されている． 

 

上巻：第1編 力学   第2編 流体力学   第3編 熱学 

下巻：第4編 上・電気学  中・磁気学  下・流動電気学  

第5編 光学   第6編 音響学 

 

 木村は『新編物理学』を書くにあたり，「諸言」にこの教科書の特徴を11項目にわた

って自ら記している．以下，木村があげた項目を検証する． 

 

3－1 エヴェレットおよびデシャネルの教科書を参考とした 

 木村は緒言で，エヴェレット(J. D. Everett, 1831-1904) の教科書に基づいたが，「自己

の意を挿み」，ダニエルやデシャネル (A. Privat Deschanel, 1821-1883) 等の教科書の引用

も入れたと断っている．ダニエルの教科書は，木村が1884年に翻訳書を出版し，1893

年にその2版を出した『物理学原論』である17．またデシャネルの教科書は，フランス

のリセの教授デシャネルの4巻からなる大部の教科書を，スコットランドのエヴェレッ

トが英語に翻訳したものである18．エヴェレットは，さらに自分で2巻からなる簡略な

教科書を書いた19．エヴェレットの教科書とエヴェレット翻訳のデシャネルの教科書は，

当時の工部大学校や帝国大学などで数多く所蔵されており，よく使われていた20．科学

                                                           
17 前掲注15． 
18 Augstin Privat Deschanel, Translated and Edited with Extensive by J. D. Everett, Elementary 

Treatise on Natural Philosophy, (London, Blackie and Son, Old Bailey, E. C., 1875). 原本は，Traité 

Élémentaire de Physique. 
19 Joseph David Everett, Elementary Text-Book of Physics, 3rd ed., (London, Blackie and Son, Old 

Bailey, E. C., 1887), (1st ed., 1877). 
20 植村正治によると，工部大学校には，デシャネル著エヴェレット訳の Elementary Treatise 

on Natural Philosophy (前掲注18) が100冊ほど，エヴェレット著 Elementary Text-Book of 

Physics (前掲注19) が58冊所蔵されていた．これらは，1886年以降，第一高等中学校へ引き

渡されたという．植村正治「工部大学校書房所蔵の理学図書」『流通科学大学論集―経済・
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技術史研究者の中川保雄によれば，デシャネルの教科書は，物理学と実際的応用との結

合を追求している教科書であり，アメリカのカッケンボス( G. P. Quackenbos, 1826-1888) 

や，実用的な物理教育の伝統をもっていたスコットランドに大きな影響を与えたという21．

カッケンボスの教科書は日本でも明治初期によく活用された．またスコットランドから

の外国人教師が，科学の日本への導入に大きな働きを残したことは，よく知られている．

木村は，エヴェレットの教科書を参考に本書を書いたが，エヴェレットが英訳したデシ

ャネルの教科書も参考にしたと記しているのである．『新編物理学』は，当時の日本の

中高等教育の場で親しまれていた2冊の教科書を基礎として書かれた教科書であった． 

 木村の『新編物理学』を，エヴェレットの教科書と比較すると，小さな項目に分けて

記載する形式も含め，ほとんどがエヴェレットの教科書に倣っている．しかし，〔A〕

エヴェレットの教科書には掲載されていないが，デシャネルの教科書に掲載されている

もの，つまりエヴェレットは省略したが木村はデシャネルの教科書を参考に取り上げた

題材，および〔B〕エヴェレットとデシャネルがともに取り上げておらず，木村が独自

に取り上げた題材がある．なお，後に触れるが，ダニエルの教科書を参考にした所は一

か所のみである．『新編物理学』から，〔A〕〔B〕それぞれに相当する項目はどのような

題材であるか確認し，以下に列挙する22．これにより，木村が教科書執筆の際に何を重

要とし，何を取り上げるべきと考えたか，知ることができる． 

 

〔A〕 に相当するもの：エヴェレットの教科書には掲載されていないが，デシャネル

の教科書に掲載されている 

 

第2編流体静力学 第8章晴雨計を以て地の高さを測定する事および天気図 (上182-188頁) 

アネロイド晴雨計の図を示して説明，また晴雨計により気圧の変化を知ること，さら

に天気図の説明をし，日本周辺の実際の天気図を掲載している． 

 

第5編光学 第8章レンズ（下210-211頁） 

十字線，黒カメラ，写真器械，幻燈について，図を用いて説明している．十字線は，

望遠鏡のレンズに記された位置の確定のための十字の細線のこと， 黒カメラは景色

の写生などに使用されるカメラ・オブスキュラのことである． 

 

第5編光学 第13章光度計 (下248-249頁) 

ブンゼンおよびラムフォードの光度計の説明を加えている． 

 

第6編音響学 第4章音の高さ及び音程 (下314-315頁) 

共鳴により音を大きくする装置を紹介している． 

 

第6編音響学 第5章振動の組み立て (下316-318頁) 

音叉に光を当て，その振動のようすを像にして見る方法，また音叉を2つ用い振動の

合成をする方法を紹介している． 

 

                                                                                                                                                                          

情報・政策編―』第22巻第1号，2013年，41-60頁． 
21 中川保雄「明治初期の物理教育の形成とアメリカ，イギリスの物理学教科書」『科学史研

究』Ⅱ，16巻，1977 年，38-46頁． 
22 木村は，エヴェレットの教科書の第 3版(1887)を参考にしているが，ここでは第 2版(1883)

と比べた．またデシャネルの教科書は第 5版(1880)と比較した． 
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〔B〕 に相当するもの：エヴェレット，デシャネルの教科書にはないが，木村が独自

に掲載した 

 

第3編熱学 第10章温度の測定 (上312-317頁) 

木村は，露・雲・雨・雪・霜・霰について述べているが，エヴェレットは扱っておら

ず，デシャネルは雲と雪についてのみ説明している．すなわち，露・雨・霜・霰につ

いては，木村が独自に記載している．また雪の結晶の図は，デシャネルが多くを掲載

しているが，木村は整理し典型的なものに絞っている． 

 

第3編熱学 第12章エネルギーの変態，不滅，変衰，及び適用 (上330-335頁) 

ここでは，運動エネルギーや位置エネルギー，光や音，電気磁気，熱などのさまざま

な形態のエネルギーがあることを紹介し，それぞれについて説明をしている．続いて

エネルギーが形態を変えること，またその際にエネルギー量が不変であることを述べ

ている．ここまでは，エヴェレット，デシャネルも扱っているが，木村はさらにその

最後の項目「エネルギーの変衰および適用」で，エネルギーの変衰すなわち熱力学の

第二法則（エントロピー増大の法則）を説明している．木村の説明によれば，エネル

ギーが物体から物体へ移り，変態し，また散布することは自然現象であり，宇宙空間

内のエネルギーの総量は大量だがその量は一定なので，宇宙内の有効なエネルギー量

は日夜減る．したがって，宇宙エネルギーの歴史をみると，ある時点で宇宙は生まれ，

有効なエネルギーがゼロになったときに，運動はなく，光も音もなく，電気もなく，

磁気もなく，生活もなく，宇宙はいたるところ皆同じ温度になり，宇宙の死となると

いう．「エネルギー不滅説，及び變衰説よりして，宇宙の最初及び終局を推論せば，

遂に此の如き結論に達するを免かれざるなる」と締めくくっている． 

 

第4編 上 電気学 第4章発電機 (下25頁) 

木村は，エヴェレットの教科書にも紹介されているホルツ及びフォッスの発電機が，

これまで最良であったが，イㇺスハースト氏のものがこれらより簡単で大気の乾湿に

影響されず常によく電気を発するとして，図も添えて紹介している． 

 

第4編 中 磁気学 第3章地球の磁気 (下44-46頁) 

地磁気の説明では，デシャネルが地球全体のようすを図で示しているのに対し，エヴ

ェレットはロンドンの方位角の数字をあげているのみである．木村は，伊能忠敬の

1800年から1818年の地理学上の測量にも触れ，測量の歴史も含めて説明し，ノット(C. 

G. Knott, 1856-1922) と田中館愛橘 (1854-1952) の1887 (明治20) 年の方位角の測定結

果を日本地図上で掲載している23． 

 

第4編 下 流動電気学 第11章電流の他の応用 (下124-129) 

ここでは，電鈴，マイクロフォン，高熱の白金線で焼き切ることや照明に用いる医術

への応用，また兵事への応用，鉄道の信号，電信などについてあげている． 

 

第5編光学 第7章球面における反射 (下177-178頁) 

木村は魔鏡を取り上げ，村岡範為馳による説明を紹介している． 

 

                                                           
23 木村は帝国大学の学生だったときに，ノットや田中館等の測定結果の補正計算を同学年

の数学科や星学科の学生たちとともに手伝った． 
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第5編光学 第11章色 (下239-240頁) 

虹の説明を独自に挿入している． 

 

第5編光学 第12章眼 (下244-245頁) 

目の見え方の説明で，木村は両眼で見ることにより遠近が判別しやすくなることを加

えている． 

 

 木村はエヴェレットが掲載していない図の多くを，デシャネルの教科書から引用して

いる．また以上からわかるように，さまざまな装置・機器に関し，エヴェレットの教科

書には載っていない題材を，積極的にデシャネルの教科書をもとに，あるいは独自に説

明している．木村は緒言で，生徒が空論ではなくなるべく実践的な心を持つように，応

用を多く入れたと書き，特に電気学の編で，と断っている．実際に電気の編では，木村

は独自に多くの機器の説明をしているが，それ以外の編でも，物理学がどんなところで

利用されているかについて積極的に解説している． 

 さらに緒言では，なるべく日本の事実を使って説明するよう努めたが，気象現象以外

では困難だったと書いている．木村の言葉の通り，露・雨・霜・霰に木村独自の記述が

あり，実際の日本周辺の天気図も掲載し，気象関係では日本を題材に説明している．し

かしそれ以外にも，「地球の磁気」では方位角について田中館愛橘とノットの測定結果

を日本地図とともに載せている． 

 当時日本で話題となっていた魔鏡に関する説明も加えている．一方，音叉に光を当て

その振動のようすを像にして見る実験や，片目ではなく両眼で見ることの意義など，木

村は実際的な実験や身近な観察を独自に紹介している． 

 熱力学第二法則に関する記述は，この教科書の大きな特徴といえる．前記のように，

ダニエルの『物理学原論』も参考にしたと木村が緒言で断っている．ダニエルの教科書

は，エヴェレットやデシャネルの教科書と異なり，装置や器械の紹介は少なく，図によ

る説明もあまり見られない24．木村が参考にしたと考えられるのは，ダニエルの『物理

学言論』の熱力学第二法則に関する記事である25．なお，本教科書の1年後に木村が出

版した『物理学現今の進歩』では，「巻の六」すべてを「第9章エネルギー不滅則」にあ

て，熱学を取り上げている26．最初に「本章述ぶる所は主としてスチュワルト氏のエネ

                                                           
24 ダニエルは，エディンバラ大学の医学生に物理学を教えていた．医学生向けの教科書と

いうことで，実際的な装置や機器の説明は少ないとみられる． 
25 前掲注 15上巻，92-97 頁．木村は，『新編物理学』で「エントロピー」という言葉を「適

用すべきエネルギーの量」と説明しているが(上 333頁)，ダニエルの翻訳書でもまた「適用

すべきエネルギーの量を云ふ」(前掲注 15上 96頁)と同様の記述をしている．これは，ダニ

エルの原本に，「“Entropy”(available energy)」と書かれており，木村がそれをそのまま翻訳し

たことによる．A. Daniell, A text book of the principles of physics, 2nd ed. (London, Macmillan, 

1885), 49-50. ダニエルはエディンバラ大学を卒業し，1890年代まで同大学で教えていたが，

彼の師であり後に同僚となったテイト (P. G. Tait, 1831-1901) は，「利用可能なエネルギー」

にエントロピーという名称を与え，「宇宙のエントロピーはゼロに向かう」などと記してい

た．ダニエルが，教科書にこのテイト流のエントロピーを紹介し，木村もまたそれに倣っ

たと考えられる．参考：C. G. Knott, Life and scientific work of Peter Guithrie Tait, (Cambridge, 

Cambridge University Press, 1911), 218-222. 山本義隆『熱学思想の史的展開 3』ちくま学芸文

庫，筑摩書房，2009 年，214-215頁． 
26 前掲注 13, 巻の六．  
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ルギー不滅則と名付る書より抄譯せるものなり」と断っている27．このように当時の木

村は，熱学に関する本を読み，その成果を『新編物理学』にも詳しく掲載したのである．  

 

3－2 卑近な現象に関する雑問 

 緒言では，生徒がコモンセンスを養うためにといい，「日常耳目に触る卑近な現象に

ついて雑問を揚げ」たと書き，各編の最後に，それぞれの章の内容に関連する自然現象

について質問を並べている．たとえば，「なぜ，鉛を重い羽根を軽いというか」「人馬の

息は夏見えず冬見えるのはなぜか」「電気が生じる方法は何か」「避雷針の守る範囲はど

こか」「なぜ川は実際より浅く見えるか」など多くの発問がなされ，その合計は307問に

もおよぶ．雑問は，エヴェレットやデシャネルの教科書には見られず，木村の考案した

独自の記述である． 

 

3－3 年表およびいくつかの表 

 木村は緒言で，有益な表を2～3入れたと断っている． 

 まず，本文の前に「物理学概略年表」と題して，「紀元前590年ピタゴラス氏生まる」

から始まり「1868年マグナス氏 (Magnus) 熱を以て物體分子量震動のエ子ルギーに帰す」

まで，23頁も割いて科学史の年表が掲載されている．年表は，エヴェレット，デシャネ

ルの教科書には掲載されていない． 

さらに続いて，「和仏英度量衡比較表」「速度之表」「比重之表」が示されている．「和

仏英度量衡比較表」は，長さ・体積・質量の単位の換算表で，エヴェレット及びデシャ

ネルが英仏の単位についておこなったものに，木村は日本の単位を加えている．「速度

之表」は，木村独自のもので，導体内の電流の速さや光速から蝸牛の速さまで，さまざ

まなものの秒速を比較している．「比重之表」は，エヴェレット及びデシャネルの教科

書に同様のものが掲載されている．木村は，これらの表について，生徒に物理学が講義

以外に益のあることを知らせるためであると断っている． 

 

3－4 緒言で述べているその他の事項 

 上記以外には，生徒が明確な概念を得られるように，エヴェレットの教科書にある設

問を載せたと断っている．設問が掲載されている教科書は，当時ではまだ珍しい28． 

 また，温度は摂氏を用い，文章は木村のいう俗文体，すなわち原文一致体にしたこと，

訳語は数学物理学会編纂の訳語辞書を用いたことを断っている． 

 

4. 『新編物理学』の特色 

4－1 物理学の実用性  

 『新編物理学』では，様々な装置・機器類の説明に多くのページを割いている．木村

は，物理学が実用にどのように生かされているか理解できるよう積極的に配慮しており，

この事実は，木村が参考にしたデシャネルやエヴェレットの教科書の方針と一致してい

る． 

                                                           
27 Balfour Stewart, The Conservation of Energy, 4th ed. (London, Henry S. King & Co., 1877, 1st 

ed.1873). 『物理学現今の進歩』では，エントロピーは使わず，「エネルギーの変衰」という

ことばで説明している．なお，スチュワートの原本でも，熱力学第二法則に言及はしてい

るが，説明にエントロピーという言葉は用いていない． 
28 『新編物理学』と同時期の教科書で設問を掲載したものはなく，6年後の，『中等物理教

科書』に設問が掲載されている．三輪桓一郎『中等物理教科書』金港堂，1896(明治29)年． 
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 日本の他の物理教科書を調べると，1888(明治21)年に出版された，宇田川準一(1848

－1913)の教科書『物理学』以降，道具や機械類の紹介が急に増えている29．当時の日本

の状況を考えれば，さまざまな装置・機器類の急速な普及とともにその仕組みの説明が

教科書に多く取り入れられるようになった点は，自然な流れであったと考えられる． 

 

4－2 日本の現象から学ぶ 

 身近な自然現象，特に日本特有の自然現象が取り上げられている．木村は，西洋の学

問の日本への導入に際し，日本の事実を使って説明することにより，生徒の理解が深ま

ると考え努力した跡がうかがえる．一方，彼は各編の最後に独自に多くの雑問を載せて

いる．教科書の各編で学んだ事柄に関係する身近な自然現象をあげ，生徒にその理由を

考えさせる試みは，エヴェレットやデシャネルの教科書にないばかりでなく，当時の日

本の他の教科書にも見られない．なるべく日本の自然現象を使って説明をするという以

上の，身近な自然現象を用いて科学教育をおこなおうとする木村の積極的な姿勢を知る

ことができる．さらに，「速度之表」では，光速や音速，電流の伝わる速さなどととも

に，風の速さや鳥の飛翔の速さ，蝸牛の速さまでを比較し，生活に根差した科学を学習

させようとした木村の意図が伝わる． 

 

4－3 村岡範為馳の講演との一致 

 1883(明治16)年に村岡範為馳(1853-1929)は，大日本教育会で「物理学教授法」と題す

る講演をおこなった．『新編物理学』は，この村岡の講演内容をよく具現しているよう

に見える．本項では，この点を検討する． 

 村岡は，鳥取藩の医師の子で1870(明治3)年から大学南校で学び，文部省へ出仕し東

京女子師範学校で教えた．その後ドイツへ留学し，日本人として初めて海外の学術誌に

論文を掲載し，また博士号を取得した．1881(明治14)年に帰国し，東京大学医学部の物

理学教授となった． 

 板倉は『増補日本理科教育史』で，この講演に関して，村岡の当時の立場を考慮する

と，「彼の発言は文部省内に（後藤牧太ら現場関係者の発言よりもはるかに）重きをな

したことは明らかであろう」と評している30．村岡は講演において，欧州の方法を参考

に自分の意見を述べるとして，小学・中学・大学の授業法，及び高等の通俗物理講義に

ついて論じた31．以下に，その中から小学校と中学校についてまとめる．     

 

〔小学校〕天然物を教える．このときには，自然科学の助けを借りる．しかし，科学

で現象の原因を求め解明するには，原理と仮説を用いる．これらは児童の想像外にあ

ることなので，小学校では，日常見聞する物体および現象を観察し規則性を知るに止

め，原因の解明はしなくてよい． 

 

〔中学校〕天然物および，自然科学の初歩を教える．これは，1つには実地に有用で

あること，2つに考究の力を養い独立してものを考えることに慣れることである．教

育の方法は誘導的，すなわち試験および実例により規則を定律し，これを解説するた

めの原因を求める．また，理論・仮説・定義または規則から始めてもよい．かつて物

理は，実用の学，物知りをつくる学といわれたが，現在は考究の力を養う学である． 

                                                           
29 宇田川準一『物理学』，発行者福田仙蔵，1888年． 
30 前掲注11，171頁．  
31 村岡範為馳「物理学授業法」『東洋学芸雑誌』第26-27号，1883年． 
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 このように村岡は，年齢に応じて段階を踏んで学ぶべきであると指摘している．すな

わちドイツで学んできた村岡は，近代的な教育では，生徒の発達段階に応じた教育をす

るべきであると主張したのである．卑近な自然現象の観察や，「世人便利の為に作れる

諸装置諸器械等」の理解を小学校からおこない，それが中等学校になり自然科学を学び

始めることに結びつくという32． 

 村岡の講演は，1883(明治16)年に東洋学芸雑誌に掲載された．村岡が1888(明治21)年

には，第一高等中学校教諭になったことを考慮すると，当時第一高等中学校で教え始め

た木村駿吉がこの講演の記録を読んだことは十分考えられる33．これまで検証したよう

に『新編物理学』には，物理学の実用性の紹介や卑近の自然現象の説明，さらに中学校

では実験や観察から規則性を見出し，原因を追究するといった，村岡の講演で指摘され

たことと一致する点が多くみられる．木村は村岡については，本教科書の魔鏡の説明の

紹介で名前をあげているのみで，この演説について言及することはなかった．したがっ

て，村岡の演説内容と『新編物理学』に一致がみられるという事実だけでは，木村が演

説に影響されたとは断定できない．しかし，『新編物理学』が，この時代の代表的文部

官僚である村岡が要請しているものを備えた教科書であったということは明確である．

『新編物理学』の初版が出版された翌年には，増訂三版が出版された．この広告が木村

の『物理学現今の進歩』の巻末に載っている34．そこには，「ドクトル理学博士村岡範

為馳君の批評を抄録して本書の価値を示さん」と題して，村岡の推薦の言葉が掲載され

ている．さまざまな特長をあげ，「今回大に増訂せられて益ヽ完全なる良書と成志たる

に在るなり」と書かれており，宣伝のための文章ではあるが，『新編物理学』が村岡を

満足させる教科書だったことがわかる． 

 

4－4 純粋科学としての物理学への理解 

 前項では，村岡の講演と『新編物理学』の一致点を指摘したが，本教科書には，村岡

が講演で主張しなかった側面もあり，それは大きな意味を持つ．本項では，その点を検

討する． 

 木村は『科学の原理』で，純粋科学と実用について自らの意見を述べている．18世紀

も終わりになりようやく科学の利益が社会に直接及ぶようになったと記し，それ以後の

                                                           
32 前掲注31．板倉聖宣は，前掲注11，171頁で「この講演は，〈「理科」教育は「科学」その

ものの教育であってはならない〉とするその後の理科教育論者の論拠として多くを提供し

ているものである」と，村岡の講演について批判的に述べている ．板倉の主張によれば，

村岡の演説で，児童にとっては，装置・器械への理解のための物理学，また卑近な自然現

象への理解のための物理学で十分であると言い，それが今日に続く日本の理科教育を規定

するものになったという．板倉の主張は，科学教育の中から目に見えない抽象的な理論を

除いた，理解しやすい卑近な自然現象および道具・装置の解説を目的とする教育は，真の

科学教育とは言えないというものである．しかし，板倉の日本への「理科」教育の導入に

関する主張については，いくつかの反論もあり議論となっている．岡本正志・森一夫「理

科教育に現れた我が国の伝統的自然観」『科学史研究』Ⅱ，15巻，1976年，98-101頁．中川

保雄「明治前半期の科学教育の評価をめぐって」『科学史研究』Ⅱ，16巻，1977年，146-152

頁．岡本・森「明治前半期における「科学」教育の転回」『科学史研究』Ⅱ，19巻，1980年，

14-23頁．小林・興治，前掲注10.  
33 村岡は第一高等中学校に奉職後すぐに，再びドイツへ行き，同校で教え始めた木村とはすれ

違いになっている．『第一高等中学校一覧 自明治21年‐至明治22年』第一高等学校，1911年． 
34 前掲注13． 
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状況を観ると科学の進歩と共に実際の利益が増すことは明瞭であると断言している．し

かしすぐに続けて，これは科学者があらかじめ目的としていたことではなく，ある時は

偶然，ある時は予期を持って実益を得たのであり，実業は科学に負うところが多いが，

科学もまた実業に多くを負っていると言う．したがって実業家は科学者を疎んじず，科

学者は実業家を侮らず，両者が揃って目的に向かわなければならないと言う．続けて彼

は，我が国の将来を考える時，科学を奨励した後に軍務の拡張に従事するべきなどとは

言わないが，軍務を拡張すると共に基本を忘れずにいることが重要であると主張し，社

会の進歩には必ず順序があり，根源があると言う．ここにいう順序とは，「理あって固

かるべく着々として歩を進むべき」であり，根源は「末を養ふものなり根源絶たば末忽

ち枯れん」であると説明している．このように木村は，科学は直接の利益のみのために

奨励されるべきものではないと何回も断っている．ただ自然の成り立ちを追求した結果

として利益が得られただけであり，この順序が大切であるという．基本を忘れ，ただ利

益のみを追求することを固く戒めている35．以上のように，木村は科学の目的を実用に

求めるべきではないと考えていた．あくまでも自然を学ぶことに価値を置いている．物

理学を学ぶことを通して，生徒たちが科学を理解することを強く望んでいたが，それは

実用のためではない．本教科書では，物理学の成果が様々な装置・機器に用いられてい

る例を多く紹介しているが，木村は実用のために物理学を発展させるべきであるとは考

えていなかった．あくまでも，物理の発展が先で実利はその結果としてついてくるもの

であると彼は主張している． 

 3節で述べたように，『新編物理学』では，エネルギー不滅則とともにエネルギー変衰

説について説明している．熱力学の第二法則への言及は，エヴェレットやデシャネルの

教科書にないばかりでなく，この時期の日本の中等学校用教科書には見当たらない．

1896(明治29)年になって，酒井佐保『新撰物理学教科書』にようやく記述が見られる36．

このように当時の日本では先端的な物理学の知識を，しかもエネルギーの概念に関する

抽象的で中等学校の生徒には理解しにくい題材を，教科書にも導入するところに，純粋

科学に価値を置き，それを生徒に理解させようと考える木村の姿勢がみられる． 

 物理学史の年表「物理学概略年表」を載せたこともまた，他の教科書には見られない，

木村の教科書の特徴である．そこには木村の，生徒たちに科学への理解を促す気持ちが

表れている．前記のように，この時期に木村は，第一高等中学校の文科の学生に物理学

を講義した．その講義内容は講義録『科学の原理』に見ることができる．『科学の原理』

の「科学歴史の大観」と題した長い緒言では，科学史を詳細に扱っている．科学が現在

の勢いに達したのは，一朝一夕のことではなく，その源を遠くギリシアに発し，今から

250年ほど前に大河となり，その流れはますます潤い勢いを増し急になったと述べ，科

学革命以後の科学の発展が人類へ利益をもたらしたと指摘している37．科学が現在の姿

になるまでの紆余曲折を知ることにより，科学への理解を深めると木村は考えていた．

彼はここで，「歴史の吾人を益するゆえんのものは其成敗盛衰の跡を鑒み以て今日の事

に處し將来に待つあるに依る」と，歴史から学ぶことにより今日の問題に対処し将来に

備えると，歴史の意義を説いている38．「物理学概略年表」の掲載の理由もまた，ここ

にあるといえる． 

 以上のように，『新編物理学』は当時の文部官僚の期待を満たす教科書であったが，

                                                           
35 前掲注12, 19-22頁． 
36 酒井佐保『新撰物理学教科書』上，富山房，1896(明治29)年． 
37 前掲注12, 1-2頁. 
38 前掲注12, 3頁． 
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木村はそれを意図してこの教科書を書いたわけではなかった．木村の教科書執筆の目標

は，純粋科学への理解が専門家ばかりでなく一般の人々に浸透することであり，科学が

普及することにより豊かな世の中がくると期待していた． 

 

5. 結び 

 『新編物理学』は，それまでの教科書と比較して近代的であると評価されてきた．し

かし，木村駿吉の教科書の新しさは，内容も体裁も近代的で，現代の教科書に近いとい

った，従来評価されてきたようなことばかりではない．中等教育で用いる教科書である

にもかかわらず，物理学の抽象的な理論や先端的な内容も積極的に取り込んでいる．彼

は，自分が学んでいる物理学を教科書に直接反映させようとしていた． 

 2－2で述べたように，木村には，学んだことは広く還元するべきであるという義務感

があった．その背景には，明治人らしく，科学知識は社会の近代化を進め，人類の進歩

に繋がり，それにより人類は幸福になるとの信念を持っていたことがある．科学の進歩

と普及は，社会を豊かにすると信じていた．一方，大学で科学を学んだ自分は，その科

学知識を人々に広めるために貢献するべきであると考えていた．積極的に教科書を執筆

した理由は，ここにある．彼は生涯に渡り，知り得た知識を，書物に著わし広く普及さ

せることに努めた．木村は教科書に，物理学の実用性や，身の周りの自然現象の説明を

多く掲載するとともに，物理学の先端の内容を法則に則って紹介している．抽象的な物

理学理論をも中等学校の教科書で紹介しようとした．科学への理解を，専門家だけが独

占するのではなく，一般の人々に広げようとした．この事実こそが，木村の『新編物理

学』の新しさであるといえる． 

 木村の教科書は版を重ね，長期にわたり出版された．多くの学校で長年に渡り使用さ

れていたことは，それが社会の要請に応えることのできた教科書だった証しであるとい

える．その理由は，科学の実用性の強調や，卑近な自然現象の説明，近代的な体裁だけ

にとどまるものではない．熱力学の第二法則のように，この時代に科学の世界で議論さ

れていた本質的なことに主眼を置き，それを取り上げた教科書が求められていたといえ

る．このような教科書が明治半ばに登場し，その後の酒井佐保著『物理学教科書』，三

輪桓一郎著『中等物理教科書』のように，木村の『新編物理学』と似た様式の教科書が

続いて出版されていったことは，日本の近代化の底辺を広げたことに繋がったといえる39． 

  

                                                           
39 酒井佐保『物理学教科書』上1892年，中1895年，下1896年，富山房． 

前掲注28． 
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Abstract  
 

Sumiko MASUDA 

 

Shunkichi Kimura (1866-1938) wrote many books in his life-time. That is because he studied 

at government expenses, therefore he must have thought that it was his duty to pay back in 

writing. He became active in teaching in the mid-Meiji Era, when Japan saw the West as the 

model especially in science and technology. Accordingly, Kimura wrote on science what he 

learned. 

In 1871 the Meiji government established the Ministry of Education and set up a new system 

of schools. Then in 1886 this education system was reorganized: elementary schooling became 

compulsory, and teacher’s training colleges were founded. In 1888, soon after graduating 

Teikoku Daigaku, Kimura started to teach at Daiichi Koutou Chugakkou, the First Higher 

School. While teaching there he wrote the textbook titled Shinpen Butsurigaku or Newly-Edited 

Physics. At that time Japan’s education system was designed for general learning but not 

making students experts of science and technology.   

Kimura thought it was crucial for students to understand relations between science and its 

practical use, so in his textbook he gave detailed explanations for many machines and devices 

that had newly appeared. In his textbook he wrote about many natural phenomena, often 

indigenous to Japan. That was the novelty that made his textbook more effective. He avoided a 

word-to-word translation. 

But the most important characteristic of Kimura’s textbook is a philosophical inquiry: how 

we define physics and science. He thought that science is not for practical use. Although 

development in pure science promotes practical use, science is not for practical use. He 

emphasized that science should not pursue practical use. Investigating nature is the only aim of 

science, and usefulness comes afterward. In his textbook he wrote about abstract theories. For 

example, he gave a definition of mass by Newton’s law of motion, and referred to the newly 

discovered second law of thermodynamics ― this law had never appeared in a textbook in 

Japan before. Similarly, his explanations were theoretical, based on natural laws. 

Kimura’s textbooks received favorable reviews. They were widely used and had an impact on 

Japan’s modernization and science education.  

 



 

 

 

 

 

 

 

研究ノート 

 

 

  



    



研究ノート 『技術文化論叢』第 20 号(2017 年): 17-31 頁 

17 
 

明治初期における近代科学技術の一般理解 

―福沢諭吉の科学技術観を手掛かりに― 
 

The Understandings of Modern Science and Technology in the Early Meiji Era: 

From Yukichi Fukuzawa’s View of Science and Technology 
 

恒川 清爾 Seiji TSUNEKAWA1 

 

1. はじめに 

 

 幕末時の開国により，西欧の進んだ科学技術が明治期の日本に急速に広まってきた．

蒸気船や蒸気機関車が走り電信が広まり，誰もが西欧の進んだ科学技術を目にするよう

になった．また福沢諭吉による『西洋事情』などで西欧の事情や思想が紹介され，多く

の人々が西欧の科学技術を知るようになった．福沢の『学問のすすめ』や中村正直の『西

国立志編』が広く読まれていた2．その進んだ科学技術は，当時の人たちにはどのよう

な言葉によって語られ理解されていたであろうか．福沢の科学技術観を手掛かりに，明

治初期を中心として人々の近代科学技術についての理解を明らかにしようとするもの

である．尚，本稿で使用する「科学技術」という言葉は，当時はまだ存在してはいなか

った．当時「科学」はもっぱら「個別学問」の意味で使われ，「技術」という言葉が広

く使われようになったのは大正期に入ってからであった．しかしここでは「科学技術」

を当時日本に入ってきた自然科学などの学問と蒸気機関や電信などの近代技術を総称

して使うこととすする． 

 福沢の科学技術観については多くの論述がある．福沢は「実学としての学問」の重要

性を説いたが，これまでの研究では，近代的自然科学を生み出した精神の確立の前提と

して，数学的物理学を学問の中心に置いていたという．一部に福沢の実学は従来の自然

学から出たものであるとの言もあるが，多くの議論はその数学的物理学が学問の中の学

問であるとしていた．そして蒸気機関車などを「科学的テクノロジー」の成果だとし，

その基礎に物理学をおいていた． 

 一方，明治初期の一般の人々や知識人たちの科学技術理解については，これまで議論

されてこなかった3． 

 福沢は多くの啓蒙書を書き「物理」という言葉を使って自然現象を説明しているが，

当時「物理」は「心理（精神に関わる学問）」に対する言葉で，物に即した知識の意味

で使われていた．福沢も同様に「物理」を「物に即した知識や論理」という意味で使っ

ていた．「物理学」には生物学や医学も含まれており，広く自然科学全般を指していた．

                                                           
1 GP1s-tnkw@asahi-net.or.jp 
2 『学問のすすめ』は，明治 5年 2月から明治 9年 11月まで 17編発刊された．福沢自身の

解説によると「発行部数は各編 22万冊とするも 17編合して 340万冊」という（『学問のす

すめ』解説，岩波文庫，岩波書店，昭和 17(1942)年．206頁）．当時の人口が約 3,000万人で

あったことを考えると驚くほどに多くの人に読まれていた． 
3 明治中期に仏教の立場で科学を論じた論文（村丘智美「沢柳政太郎の『科学』観の一考察

―明治 20年代仏教論争を背景とした所論を中心に―」『哲学』第 131集，2013年）がある

程度である．戦後になると発達した科学技術についての「日本人の科学観」が多く論じら

れるようになった．（「戦後日本の科学観」『科学』岩波書店，第 75巻 9号，2005年 9月な

ど） 
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福沢は物理学を学問の中心においていたのではなく，物に即した論理的思考が重要であ

ると説いていたのであった． 

 一般の人にとっては，目の前の鉄道や蒸気機関車が近代の科学技術の全てであった．

学ぶのは蒸気車などを発明する為であった．また知識人たちは科学技術を理学という言

葉で，科学と近代的な技術や工学を含めて理解していた．文人たちは科学技術の目に見

える物に関心があり，その中の科学的側面などには目を向けていなかった． 

 本稿では，これらを史料を読みながら示そうとするものである．第 2章で福沢の科学

技術観についての先行研究をやや詳しく紹介した上で，第 3 章で福沢の経験を踏まえ，

その著述を順次詳しく読み直し福沢の論旨を明らかにする，そして，これまでの理解に

誤りがあったことを示す．第 4章では一般の人々や当時の社会では科学技術がどんな言

葉で語られ理解されていたか，また明治期の文人たちの科学技術観を明かにする．第 5

章で当時の科学技術に対する人々の理解を整理し，福沢も時代の人であったことを述べ

る． 

 

2. 先行研究―これまでの福沢諭吉の科学技術観について 
 

 福沢諭吉については，これまで多くの人によって広く論じられている．その中で，福

沢の評伝者として名高く慶応義塾の塾長であった小泉信三，日本の政治思想史研究の第

一人者である丸山真男，科学史家であり福沢を日本の科学思想史の中で論じた哲学者の

辻邦夫，さらに科学史家として学問論の中で福沢の学問思想を論じた佐々木力と，佐々

木の見解を一部見直した周程を取りあげ，各々の問題点を拾い出す． 

 

2.1 小泉信三の福沢諭吉 

 小泉信三は，福沢の学問思想と科学技術について次のように述べている． 

 福沢は『民情一新』の中で蒸気機関車，電信などの西洋技術の背後にある科学思想を

鼓舞していた4．そして福沢は「実学」の重要性を主張したがその実学とは科学のこと

であるとし，基に数学と理学があったとしている． 

 

重んじたのは実学である．実学とは何か．先生は実学にサイヤンスといふふり仮名

をつけることもある．…西洋にあって東洋の儒教主義に欠けたものは「有形におい

て数理学（「自然の法則に重きを置いて，数と理とこの二つのものを本にし」た学

問），無形において独立心」であるといった5． 

 

また職人のワットもニュートンらの科学者と同列に扱い，「疑い」から発明発見がなさ

れたとしている6． 

 

2.2 丸山真男の福沢諭吉 

 丸山真男は，福沢について多くの著書を残しているが，『福沢諭吉の哲学』7の中で，

                                                           
4 「福沢は，民情の変動が汽船車，電信，印刷，郵便によって促されたことを論じたが，…

福沢先生の鼓吹したものは…西欧の科学或いは科学思想と人民独立の精神であった」 

小泉信三『私の福澤諭吉』講談社学術文庫，講談社，1991年（初出 1948年），21-2頁． 
5 同上，35-6頁． 
6 「福沢は凡て進歩は疑いに発するという．ガリレオ，ガルヴァニ，ニユウトン，ワットの

発明発見，皆疑いの路によって真理に達したものである．」同上，67頁． 
7 丸山真男著『福沢諭吉の哲学 他六編』岩波文庫 N104-1，岩波書店，2001年． 
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『学問のすすめ』の初編の有名な学問観を述べ，これまでの東洋的学問には理論的完結

性がなかったという8．そして小泉と同様，学問の核心は「数理学」即ち現代の「数学

的物理学」であり，学問の学問であったとしている． 

 

数理学と云っているのは，厳密にいうと近世の数学的物理学，つまりニュートンの

大成した力学大系を指す．これは福沢に於いては学問の学問であった9． 

 

そして，近代的自然科学を産み出した精神の確立の前提として，物理学を学問の中心に

置いていたのであった10．さらに，物理学の原理を応用して技術が作り上げられ，自身

の環境をも作ったという11．そして，数学と物理学を教育の基本とすることによって，

奮闘する人間を育成しようとしたとまで言っている12． 

 

2.3 辻哲夫の福沢諭吉 

 これ等の見解に対し，辻哲夫は『日本の科学思想』13の中で，福沢が簡明に指示した

ものは「実学」の理念であり，地理学，究理学，歴史，経済学，修身学も学ぶべきだと

いう．そして，福沢の考えはこれまでに蓄積された自然学，技術学から出たものであっ

て，「時代の子」であったとしている． 

 

…しかしそれにもかかわらず，福沢のいう実学には，なにも新しい学問的方法の提

言は含まれていないのである．…日本の自然学・技術学に蓄積されてきた方法論を，

強調し直すことにしかならなかったのである．福沢はまさしく，明治初期の学問的

状況に制約された「時代の子」であった14． 

 

 その上で，当時共に啓蒙思想を広めていた哲学者の西周の意見をとりあげ，理の中に

「心理」と「物理」があり（明治 7年刊行の『百一新論』にて），「物理」とは天然自然

の理であり，「心理」とは「ただ人間上ばかりに行われる理」であるという．「物理」は，

                                                           
8 「学問とは，…世上に実のなき文学にあらず．…専ら勤むべきは人間普遍日用に近き実学

なり．」を引用し実践的必要から切り離された理論的完結性にたいして無関心なのは東洋的

学問の特徴とさえ言われているという．また丸山は，西晋一郎の『東洋倫理』岩波書店,1934

年，6頁の次の文を参照している．「一般に東洋では学といふは実学であって，ただの理論

ではない．実学とは宗教・道徳・政治等現実の立場から構成する意味であって，理論的構

成の完結を必要とするものではない．」同上，40-41頁． 
9 福沢の「東洋の儒教主義と西洋の文明主義と比較して見るに，東洋になきものは，有形に

於いて数理学と，無形に於いて独立心とこの二点である．」を引用し，ヨーロッパ的学問の

核心を「数理学」に見出したという．そしてこのように述べている．45-46頁． 
10 「物理学を学問の原型に置いたことは，「倫理」や「精神」の軽視ではなくて，逆に新た

なる倫理と精神の確立の前提なのである．…根本的には近代的自然科学を生み出す様な人

間精神の在り方であった．」同上，47頁． 
11「物理の「定則」の把握を通じて人間精神は客観的自然を逞しく切り開き之を「技術化」

するとのよって自己の環境を主体的に形成するのである」同上，57頁． 
12 「福沢は，数学と物理学を以て一切の教育の根本におくことによって…つねに原理によ

って行動し，日常生活を絶えず予測と計画に基づいて律し，…開拓して行く奮闘的人間の

育成を志した．」同上，61頁． 
13 辻哲夫『日本の科学思想 その自立への道』中公新書 330，中央公論社，1973年． 
14 同上，100-104頁． 
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広い意味での自然法則であり，厳密な意味での物理学はここではまだ何も問題になって

いないと，小泉や丸山と異なった見方をしていた15． 

 

2.4 佐々木力の福沢諭吉 

 「福沢諭吉の学問思想―丸山真男を超えて」と題して福沢の科学観を『学問論 ポス

トモダニズムに抗して』16で詳しく論じている．そこで丸山の「数理学」の解釈を引き

継ぎ，福沢は，論理学より近世の数学的物理学へ転換した思想家であったとしている． 

 

福沢は，結局，ヨーロッパ近代において起こった，中核的学問の「論理学より物理

学への転回」を日本において実現した思想家であったのである17． 

 

さらに，近代的自然科学精神を生み出す人間の精神の在り方が福沢の関心であったと述

べている．次いで，「科学に基づくテクノロジー」にただならぬ関心を寄せ，西洋の技

術を「科学テクノロジー」として捉え，その基礎に「物理学」を置いていた． 

 

文明的要因である「科学的テクノロジー」すなわち「科学に基づくテクノロジー」

にただならぬ関心が寄せられる18． 

 

そして，ニュートンの物理学が当時の蒸気船や蒸気車の新器機の発明に繋がっていると

している19． 

 また，初期の著作『訓蒙 究理図解』を物理学の基本的な書として取り上げ，福沢に

とって「究理」は何よりも批判的精神にとって枢要であったという．ここでも当時の「究

理」を全面的に現代の「物理学」として理解し，物理学とその研究を重視したとしてい

る．そして物理学によって器機が工夫発明されたとされ20，福沢は「科学的テクノロジ

ー」を鼓舞した思想家であったという21． 

 

2.5 周程の福沢諭吉 

 佐々木力の下で学んだ周は，『科学史研究』に「福沢諭吉の科学概念」と題した論文

を載せ佐々木の意見に一部修正を加えている．究理学は自然科学の総合体であり，数理

学は物理学であるという22． 

                                                           
15 同上，106-109頁． 
16 佐々木力『学問論 ポストモダニズムに抗して』東京大学出版会，1997年． 
17 同上，199頁． 
18 同上，209頁． 
19 「ニュートンの余業を継ぎ，そのあと『新器機の発明したること枚挙するに遑あらず』

といった状態になるのである」同上，211頁． 
20 「明治三年に草された『学校之説』の『究理学』を定義した項では，…工夫発明器機の

用法等，皆これに基づかざるものなし．」同上，214-5頁． 
21 「福沢の生涯を貫く学問思想の特色を概括せうれば，物理学研究をきわめて重視し，そ

れに基づくテクノロジーを日本に持ち込み，それをもって祖国の政治経済的発展をもくろ

んだとなろう．福沢は「科学的テクノロジー」を鼓舞した思想家であった」同上，242 頁． 
22 「「福沢の究理学は，今日の物理学の外延より広い」とし，当時専門化しつつあった自然

科学の総合体と解した方がより適切であろう．…福沢の思想の脈絡から見れば “数理学” と

は，“数学” 並びに数学を利用した自然科学としての “物理学” を意味するとみなして差し

支えないであろう．」周程「福沢諭吉の科学概念，“究理学” “物理学” “数理学” を中心とし
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 以上見てきたように，辻を除き全て小泉の見方を踏襲しているが，辻の言う時代性を

見ていなかった．そこで福沢の科学技術観を著述から詳細に見直して行くこととする． 

 

3． 福沢諭吉の科学技術との関わりと著述 

 

3.1 福沢と科学技術（末尾の弧内の数値は『自叙伝』23中の記載頁） 

 福沢諭吉の科学や技術との関わりを概略する． 

 

  ①1856 適熟にて塩酸亜鉛，アンモニアを造るなどの実験をしている．(105-108) 

  ②同年 「物理学書」を写す．(106-110)． 

 適塾で「究理」の書物を使い学んでいた．その際の教科書『物理学書』は小中学

校の読本 1冊であったと，明治 33年の時事新報（『福翁百余話』24）で述べている． 

  ③1858 江戸に出て日本の工芸技術（鋸，鑢など）に驚く．(19-20) 

  ④1860 木村摂津守の従僕名義で咸臨丸で渡米．(133-148) 

 各所の製作所を見学している．帰朝後幕府の翻訳方に雇われ，多くの英書に接す

る． 

  ⑤1862 幕府の遣欧使節に従い，お雇翻訳方として加わる． 

     エレキテル，蒸気，手術などを見学している．(156-184) 

  ⑥1867 幕府派遣の小野友五郎の一行に加わり渡米．多くの原書を入手．(199-200)  

  ⑦1901 『福翁百余話』（物理学などの記述あり）を出版，同年死去． 

と欧米の科学技術の実態を多く見学している．その上で次のように著作の中で科学技術

について述べている． 

 

3.2 「科学技術」に関する記述 

 福沢の著作の中で，科学技術に関する記述を時系列順に網羅して拾い出し，その言葉

から福沢の理解した科学技術とは何であったかを見直す． 

 

 ① 『西洋事情』 初編（慶応 2（1866）年初冬刊）25． 

「初編」 巻之一の「文学技術」の項に，ニュートンの引力の発見に続く近代的技術の

器機を多く紹介し，解説している． 

 

これより千四百年代に至るまでは，世の学者，詩歌を玩び小説を悦て実学を勉るも

の少なし．…英国の大家ニュートン…大空に行はるる引力の理を発見，…ニュート

ン氏の余業を継ぎ，切磋琢磨，今日の盛なるに及べり．千七百年代の初めより現今

に至るまで，大発明と称すべきものは，蒸気機関，蒸気船，蒸気車，電信機，牛疫，

麻布綿布の染形，紡績織物の機関，石鹸，……新器械を発明したること枚挙するに

遑あらず． 

 

「二編」巻之四に「蒸気機関」「蒸気船」「蒸気車」「電信機」「瓦斯燈」の説明がある． 

                                                                                                                                                                          

て」『科学史研究』第 38巻，1999年，154-164頁． 
23 福沢諭吉『福翁自伝』岩波文庫，岩波書店，1978年． 
24 福沢諭吉「福翁百余話」，富田正文編『福沢諭吉選集』第 11巻，岩波書店，1981年，296

頁． 
25 福沢諭吉「西洋事情」，富田正文編『福沢諭吉選集』第 1巻，岩波書店，1981年，100-136

頁． 
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 ② 『西洋事情外編』（明治元（1868）年夏頃刊）．26 

 巻の一の「家族」の項に「ワットの略伝」，「ステフェンソンの略伝」を書いている． 

 

 ③ 『訓蒙窮理図解序』（明治元（1868）年 9月刊）27 

 序文に福沢は物事の理屈を知ることが重要であると次のように述べている． 

 

されば今，人は万物の霊などと大造らしく自から構て，扨其知識精心は如何と尋る

に，油断をすれば馬にも等し．…先づ其物を知り其理を窮め，一事一物も捨置くべ

からず．物の理に暗ければ，身の養生も出来ず，親の病気に介抱の道も分らず，子

を育るに教の力便もなし， 

 

 本文では，少年少女向けに温度を始として，空気，水，風，雲雨，雹雪露霧氷，引力，

昼夜，四季，日蝕月蝕などの自然現象の原理を易しく解説している．これには英米の窮

理書，博物書，地理書を出典として掲げている．いわゆる窮理といっても現代的意味の

物理学書ではなく，少年少女向けに，自然現象が霊によって起きるのでなく，科学的原

理があることを当時の理学から易しく説いた冊子であった28． 

 

 ④ 「学校之説」（明治 3(1870)年 3 月記）『慶応義塾関係文書』29 

 学問を，皆に横文字を読ませようとするのは無理であり，先づ翻訳書で地理，歴史，

窮理学，修心学，経済学，法律学等を学ばせよと言い，その順序として， 

 第一，彼国のエビシ二十六文字，第二，読本，第三，地理学，第四，数学を挙げ，数

学は，天文，測量，地理，航海，器械製造，商売，会計に関わるものであるという． 

 第五に窮理学を挙げ，物の原理を学ばない者は，盲人であるという 

 

窮理学とて，理屈ばかり論じ，押へ処なき学問にはあらず．物の性と物の働きを知

るの趣意なり，…一々其働きを見て其源因を究るの学にて，工夫発明，器械の用法

等，皆これに基かざるものなし．元来物を見て其理を知らざるは，目を備へて見ざ

るが如し．故に窮理書を読ざる者は，瞽者に異ならず． 

 

 第八項，法律学を述べた後の追記事項の中に，化学，天文学等が，窮理学の中に属す

るものであると述べている．このように，窮理学は，物の性質や働きを説明する自然科

学全体を意味していた． 

 

 ⑤-1 『学問のすすめ』初編 （明治 5（1875）年 2月出版）30 

ここで学問とは和歌や詩を作ることではなく，日常の身の回りの役にたつ実学を学ぶこ

とであるという． 

                                                           
26 同上，166-268頁． 
27 福沢諭吉「訓蒙究理図解」，富田正文編『福沢諭吉撰集』第 2 巻，岩波書店，1981年，50-1

頁． 
28 事象を原理から述べる物理学書ではなかったが，佐々木らは初期に著した本書を純粋の

物理学書とし，ここから福沢の科学観を展開している． 
29 福沢諭吉「学校之説」／「慶応義塾関係文書」，富田正文編『福沢諭吉撰集』第 3巻，岩

波書店，1980年，23-31頁． 
30 福沢諭吉『学門のすゝめ』岩波文庫 3064-5，岩波書店，昭和 17(1942)年，12-3頁． 
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学問とは，唯むづかしき字を知り，解し難き古文を読み，和歌を楽み，詩を作るな

ど，世上に実のなき文学を云うにはあらず，…されば今斯る実なき学問は先づ次に

し，専ら励むべきは人間普通日用に近き実学なり．譬へば，いろは四十七文字を習

ひ，…学ぶべき箇条は甚多し．地理学とは日本国中は勿論世界万国の風土道案内な

り，究理学とは天地万物の性質を見て其働きを知る学問なり，歴史とは年代記のく

はしき者にて万国古今の有様を穿鑿する書物なり．経済学とは一身一家の世態より

天下の世態を説きたるものなり．修身学とは身の行を修め人に交り此世を渡るべき

天然の道理を述たるもなり． 

 

と励むべきは実学であるとし，地理学，歴史，経済学と並べて究理学をあげており，こ

こでの究理学は自然科学全体を意味していた． 

 

 ⑤-2 『学問のすすめ』二編 （明治 6（1873）年 11月出版）31 

 学問には，無形と有形の学問あり．前者は心学，神学，理学等で，後者は天文，地理，

究理，化学等を指し，理学は理論を，究理は物に即した科学技術に関する学問であった． 

 

 ⑤-3 『学問のすすめ』五編 （明治 7（1874）年 1月出版）32 

 経済発展に貢献する産業を興すのは民間であるが，その際に技術的成果を利用してい

るという．その他に『学問のすすめ』には，科学技術に関する記事は見あたらない． 

 

 ⑥ 『文明論之概略』（明治 8（1875）年刊）33 

 巻之一第二章に，学問は発明の基となり，商工業を盛んにするもので，これが文明で

あるという． 

 

学問の道は虚ならずして発明の基を開き，工商の業は日に盛にして幸福の源を深く

し，人智は既に今日に用ひて其幾分を余し，以て後日の謀を為するものの如し，こ

れを文明と云ふ．野蛮半開の有様を去ること遠しと云ふ可し． 

 

 ⑦ 『民情一新』（明治 12（1879）年 8月刊）34 

 「緒言」の冒頭で「世論皆云く，西洋諸国は文明開化なり」に続けて西洋の状況を説

明し，全て蒸気の力によって社会が動いているという． 

 

然るに千八百年代に至て，蒸気船，蒸気車，電信，郵便，印刷の発明工夫を以て，

此交通の路に長足の進歩を為したるは，恰も人間社会を顛履するの一挙動と云ふ可

し．…其実は印刷も蒸気機関を用ひ，郵便を配達するも蒸気船車に附し，電信も蒸

気に依て実用を為すことなれば，単に之を蒸気の一力に帰して，人間社会の運動力

は蒸気に在りと云ふを可なり． 

 

「第三章」に，蒸気船車，電信，印刷，郵便の四者は，社会の心情を変動する利器で

                                                           
31 同上，20頁． 
32 同上，55頁． 
33 福沢諭吉「文明論之概略」，富田正文編『福沢諭吉撰集』第 4巻，岩波書店，1981年，8

頁． 
34 福沢諭吉『民情一新 全』著者蔵版，明治十四（1881）年，1-18，53-71頁． 
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あり，蒸気電信は，人を貧にし人を富まし，人を智にし人を愚にし，甚しきは人を活か

し人を殺し，国を興し国を滅ぼすことありとその影響を詳しく語っている．そして開国

の意味は蒸気器機などの科学技術をとりいれたことにあるという． 

 

 ⑧ 『時事小言』（明治 14（1881）年 9月刊）35 

 物産製造運搬交通農工などの一切の事業や日常の細かい事まで物理の原則による論

理によって動いており，これを知らねば昔の日本や支那と同じであるという． 

 

物産製造運搬交通農工商一切ノ事業只リ居家日常ノ細事二至ルマデ物理学ノ原則

ニ由ルモノ多シ試ニ今西洋舶来ノ製造品ト称スル物品ヲ取テ其由ヲ産出スル所ノ

次第ヲ推究シタラバ大抵皆器械ノ力と化学ノ作用トニ由ラザルモノハ無シ而シテ

其器械学化学ハ皆物理ノ原則ヲ研究シ千古不易天然ノ約束ヲ知テ之ヲ人事ニ施シ

タルモノナリ固ヨリ此原則ヲ知ラサレバトテ物ヲ製スル事能ハサルニ非ズ例ヘバ

昔日ノ日本支那ノ如シ． 

 

更に，西洋では物に即した自然の原理から種々の技術を開発し工業を興しているが，東

洋では陰陽五行の説にとらわれ進歩の考えがなかったのは残念であるという． 

 

西洋諸国ノ学者ハ多年ヨリ原則ヲ推究シ地球上ノ万物ヲ砕テ五十元素ト為シ又発

見シテ六十ト為シ八十ト為シ其性質ヲ試験シ其効用ヲ説キマタコノ外ニ発熱光越

キ等無形力ノ作用ヲ制御シテ人間ノ実業ニ転用シ以テ物産工業ノ路ヲ開進スル其

際ニ独リ東洋ノ士君子ハ数十年來陰陽五行ノ説ニ甘シテ曾テ進歩ノ念慮ナク工業

製作ノ如キハ挙ゲテ之ヲ下等社会ノ事ニ放却シタルハ誠ニ遺憾ニ堪ヘズ． 

 

このように，「物理学の原則」で指している「物理学」は，狭い意味の物理学ではなく，

広く「自然科学」の意味で用いられている． 

 

 ⑨ 『福翁百話』（明治 28（1895）年 3月～29（1896）年 2月『時事新報』に掲載）36 

 科学，技術に関する記事は，(1)宇宙，(2)天工の 2項のみで，科学的説明はない． 

 

 ⑩ 『福翁自伝』（明治 32（1899）年刊）37 

「教育の方針は数理と独立」の項に，東洋にないものは，数理学と独立心であり，これ

まで重視視してこなかったという． 

 

古来東洋西洋相対してその進歩の前後遅速を見れば，実に大層な相違である．…国

勢の如何は果して国民の教育より来るものとすれば，双方の教育法に相違がなくて

はならぬ．ソコデ東洋の儒教主義と西洋の文明主義と比較して見るに，東洋になき

ものは，有形に於て数理学と無形に於て独立心と此二点である．…人間万事，数理

の外に逸することは叶わず，独立に外に依るところなしというべきこの大切なる一

義をわが日本においては軽く視ている．（下線は筆者） 

 

                                                           
35 福沢諭吉『時事小言 全』著者蔵，明治十四(1881)年九月出版．15-16，19頁． 
36 富田正文編『福沢諭吉選集』第 11巻，岩波書店，1981年． 
37 福沢諭吉『福翁自伝』岩波文庫 102-2，岩波書店，1978年．252-3頁． 

 初版は明治 32 年（福沢 66才）時事新報社から出版された． 
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ここでの数理学の言葉を，丸山，佐々木らが福沢の実学の核心としているが，福沢の最

晩年の口述の自伝の中の記述であった． 

 

 ⑪ 『福翁百余話』（下記《十七》は明治 33（1900）年の『時事新報』に掲載）38 

（十七）物理学（科学技術に関する記事はこれのみ）の項があり，今の西欧文明には物

理学が根本にあるという． 

 

今の文明学を文明として，之を和漢の古学に比較し，両者相互に異なる所の要点を

求むれば，単に物理学の根本に拠ると拠らざるとの差違あるのみ．宇宙自然の真理

原則に基づき，物の数と形とを詳にして其働を知り，遂に其物を将て人事に利用す

るもの，之を物理学という． 

 

このように，物理学は人事にも利用するものでもあった．そして，以上のように，物理

は工芸殖産を支配するのみならず，政治，経済も物理の影響の下にあるという． 

 

人文の漸く進歩して，条理の漸く明かなるに従ひ，政治経済等，今日無形の人事と

称するものをも，遂には物理の中に摂取して洩らさざるに至る． 

 

更に次のように，日本に入ってきた文明はこの物理からであり，西洋医学も古流医も物

理学の区域に属するものであるという． 

 

物理学の広大貴重なること右のごとくにして，幸なるは我日本国の文明が始めて入

来したる其路を尋るに，正に此物理の門よりしたるの一事なり．…迂老が恩師とし

て仰ぎたる故緒方洪庵先生の学生が，物理に重きを置きたるは云ふまでもなく，其

以前に遡り，斯道の祖師たる前野杉田の両大家より今日有余年の間，日本国中に物

理を養成して，苟も学者をして真理原則の外に逸することなからしめたるは，之を

先人の賜と云はざるを得ず． 

 

このように，人間万事全て自然現象に影響されており，前野，杉田以来その基となる物

理を重んじ，日本に定着させて来たのであったという．つまり，物理は広い意味の自然

科学のみならず，物事の論理であった． 

 

3.3 福沢諭吉の科学技術に関わる言葉の意味するもの 

 これまで見てきたように，福沢は「物理」という言葉を非常に広い意味で使っていた．

福沢は「数学」や「物理学」を単に学問の中心としていたわけではなかった． 

 

3.3.1 福沢が使った言葉「数理学」について 

 小泉，丸山らが，「数理学物理学」と解した「数理学」を福沢が使ったのは，先に見

たように『福翁自伝』の中の「東洋にないものは，有形にして数理学と無形において独

立と，この二点である．」である．この『福翁自伝』は明治 30(1897)年から速記者の前

で口述し，翌年から『時事新報』に掲載されたものであるが，福沢は翌明治 31(1898)

年 9月脳出血で倒れ 3年後 68才で亡くなっているので，最晩年のことであった． 

 この口述された言葉を小泉，丸山らは「実学」の核心としているが，「実学」の重要

性を述べた『学問のすすめ』は明治 5 年に出版されており，「数理学」の言葉を使った

                                                           
38 富田正文編『福沢諭吉選集』第 11巻，岩波書店，1981年，292-8頁． 
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25 年以上前の事であった． 

 この「数理学」という言葉は，当時使われていた形跡は見あたらないが，明治 15(1882)

年の東京数学会社での訳語検討会で“Mathematics”の訳語の一案として提案され否定

された経緯があった39．しかし福沢が 15 年前のこの数学会社内部での訳語検討会の事

を知る由もなく，当時広く理解されていた「数学」と「理学」の言葉を併せた意味で使

ったと解釈するのが妥当である． 

 「数学」と言う言葉は，当時の辞書によると，「カズヲマナブ，ソロバンノケイコ」40 

または「ソロバンマナブ」41 とある．東京開成学校や工部大学校での教課では現代の

数学の意味で使われていたが，一般には「数えること，算盤を学ぶこと」であった． 

 「理学」はこれまで見たように工学や医学などを含めた科学技術全体を意味していた．

福沢の使った「数理学」はその意味での「数学と理学」であった． 

 さらに福沢は『学問のすすめ』で「学問とは，唯むづかしき字を知り，解し難き古文

を読み，和歌を楽み，詩を作るなど，世上に実のなき文学を云うにはあらず，…専ら勤

むべきは人間普通日用に近き実学なり．譬へば，いろは四十七文字を習ひ，手紙の文言，

帳合の仕方，算盤の稽古，……」と多くの具体的事実を並べ，「或いは年少にして文才

ある者へは横文字をも読ませ，一科一学も実字を押さへ，其事に就き其者に従ひ，近く

物事の道理を求て今日の用を達すべきなり．」と述べている42．明らかに実学の内容は，

物事の道理にかなった広い意味での科学技術などの実用的な学問であった．丸山や佐々

木の云うような「数学的物理学」を核心としただけの学問ではなかったのである． 

 

3.3.2 福沢が使った言葉「物理」と「物理学」について 

 福沢の使った「物理」という言葉を小泉，丸山，佐々木らは，全て「物理学」と解し

て，物理学を福沢の実学の中心的学問としていた．しかし当時一般には「物理」は「心

理」（精神に関わる学問）に対する言葉として，物に即した知識や道理を意味し，現代

的な意味での「物理学」ではなかった．福沢が日本になくて西洋の文明にあったとした

のは，これまで見たように，独立心と物に即した論理的思考であった． 

 福沢は，「物理学」という言葉を『福翁百余話』で解説しているが，医学を含めた自

然科学全体であった．あくまでもそれまでの儒教的思弁に対しての物事に立脚した「理

学」と同様に自然科学全般を意味していたのでのあった． 

 先行研究では，福沢の使った「物理」という言葉を現代的意味の物理学と解したため

に，西欧の物産製造や器機は物理の原則によるとする言葉から，当時の技術を「科学的

テクノロジー」の産物と誤解していたのである． 

 以上のように，福沢は丸山や佐々木のいうように数学的物理学を学問の核心としてい

たのではなかった．辻が述べたように明治初期の学問的情況の中で物に即した論理的思

考への変革を求めていたのであった． 

 

 

                                                           
39 “Mathematics” の訳語として「数学」が提案された際，菊池大麓が「物ノ理ヲ論スル学ニ

ハ物理学ト云フ如ク数の理ヲ論スル学ユヘ数理学トスルヘシ」と主張したが，多数決で「数

学」となっていた．また “Arithmatic” は「算数学」の提案に対し「算術」に決まっている．

『東京数学会社雑誌』第 44号附録，明治 15年 2月 28日発行，24-6頁． 
40 福寿信編総生寛訂『音画両引開化用集』明治九年四月発兌． 
41 山本與助纂輯『開明節用集 完』四書房梓，明治九年五月出版． 
42 前掲『学問のすすめ』12-3頁． 
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4. 一般には近代の科学技術はどのように理解されていたか 

 

4.1 当時の辞書に見る「科学技術」関連の言葉 

 当時科学技術に関して使われた言葉は現代とは異なり，意味も違っていた． 

 「究理」は明治 9年の辞書に「究理：ドウリヲサダム」43，または「究理：キハムコ

トハリ」44とある．「物理学」に当たる意味はない．これらの辞書に「物理」や「物理

学」の言葉は見あたらないが，明治末以降になると「物理」は現れ，「○一ものの道理，

ものの性質，○二物理學の略言」45，または「○一物の道理，○二物理學の略」46と記されて

いる，「ものの道理」が第一義であった． 

 技術は，江戸時代までは芸であり技芸であり芸術であった47．「技術」という言葉が

一般に広まったのは大正期に入ってからであった48． 

 

4.2 庶民の「科学技術」理解 

 明治期の庶民の「科学技術」の理解を直接知ることは困難であるが，投書で作られた

明治期の雑誌『頴才新誌』49 に学問についての記述があり，そこから「科学技術」を

どのように理解していたかを拾い出す． 

 明治 10(1877)年創刊当時は，福沢諭吉の『学問のすすめ』や中村正直の『西国立志編』

がベストセラーとして多く読まれていたので，その影響を受けた少年少女が「勉強」「学

問」や「立身」ついて投書している50． （アンダーラインは筆者） 

 

第 2号（明治 10年 3月 17日）「志ヲ立ルヲ論ス」 

玉磨カサレハ光輝を放タス人学ハサレハ才能ヲ発セスト鳴呼人ノ宇宙ニ立チ僅カ

五尺ノ躯を以テ卓絶ノ名を成ス豈ニ偶然ナランヤ其事タル或ハ芸術ニ長シ或ハ器

                                                           
43 福寿信編総生寛訂『音画両引開化節用集』明治九年四月発兌． 
44 山本與助纂輯『開明節用集 完』四書房梓，明治九年五月出版． 
45 文学博士金澤庄三編纂『辞林』東京三省堂発兌，明治四十年四月． 
46 前文部省編輯局員水嶋慎次郎偏『現代新辞林』成文堂発行，大正四年七月発行． 
47 同上『音画両引開化節用集』に「芸能：ワザノコト」「芸術：ケイコゴト」とある． 
48 飯田賢一『技術』三省堂，1995年，111 頁． 
49 『頴才新誌』は明治 10(1877)年から明治 34(1901)年まで続いた，少年少女の作文を載せ

た投稿雑誌で，毎週発行されていた．投書者は後の高名な学者，文人，ジャーナリストな

どが名を連らねている（復刻版の解説による）．当時の市民意識を知ることが出来るとして

文学者前田愛や社会学者 E.H.キーモンスが詳しく分析している．（前田愛「明治立身出世主

義の系譜―『西国立志編』から『帰省』まで」『前田愛著作集』第二巻，築摩書房，1989年，

E.H.キンモンス『サムライからサラリーマンへ ／立身出世の社会史』玉川大学出版部，1996

年，49-79頁．）その内容は，初期は「立身」「学問」「勉強」などの投書が見られるが，後

半は，詩，俳句，短歌，創作文が殆どを占め文芸投稿雑誌となっている．文学者前田愛に

よると「明治 10年代の少年にとっては殆ど唯一の投書雑誌であった．明治 11年の発行部数

48 万，明治 12年の発行部数 49万で，この頃の人気雑誌『団々珍問』の 2倍に相当し，発

行部数に関する限り第一位をしめている」と言う．（前掲前田愛『前田愛著作集』第二巻，

96 頁．） 
50 明治 10(1877)年（1号）から明治 12(1879)年 12月 10号（147号）までのテーマで，「勉

強・怠惰」123件（61％），「教育・学問」96件（48％），「立身」24件（12％）であった．

（但し，テーマの分類は複数カウント．）（前掲 E.H.キンモンス『サムライからサラリーマ

ンへ 立身出世の社会学』79頁．） 
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機ヲ発明シ或ハ出テ將郷トナリ… 

 

 第 4号（明治 10年 4月 1日）「富貴勉強ヨリ生スルノ説」 

…児童ノ時怠リ無ク諸般ノ学術ヲ磨勉シ天理人道ヲ明ニシ又風車木車等ノ機関世

二大利アル物ヲ発明スル時ハ従令貧賤ラリト雖モ後ニハ必ス三分ノ貴陶朱ノ富を

致サン… 

 

 第 17号（明治 10年 6月 30日）「論文明開化」 

夫レ文明開化トハ何ゾ哉豈ニ鉄道石室等ノ壮観ヲ以テ文明トナス可カラス…学校

ヲ以テシ等級ヲ設ケ加ウルニ工芸技術ニ及ホシ勉強セシムルヲ要トシ… 

 

 第 22号（明治 10年 8月 4日）「教育ハ欠ク可カラサルノ説」 

…知識ヲ開竜シ随テ百般ノ芸術ヲ修メ了ニハ諸々ノ機関ヲ発明シ普ク星難基峙ノ

域ニ至ル… 

 

 第 24号（明治 10年 8月 18日）「勤勉ハ幸福ノ基」 

…学術ノ黽勉ヲ怠ラス以テ有益ノ得ヲ世ニ著シ或ハ器機ノ発明等総テ国運ノ進歩

ヲ裨補セハ… 

 

 第 46号（明治 11年 1月 19日） 「学問の目的」 

…学テ知識ヲ拡充シ天理人道ヲ明シ物理ヲ推究シテ世ノ一大利益ヲ発明シ以テ覆

載鴻息萬分一ニ報セントス… 

 

このように立身出世をするために勉強すること，また学問をするのは器機を発明する為

であった．目にした蒸気車や蒸気船が全てであり，物理も工芸技術も一体として理解さ

れていた．物理が何たるかも理解されていなかった． 

 

4.3 知識人や文部省，学者たちの中での「科学技術」 

4.3.1 西周の科学概念 

 福沢とともに当時活躍した哲学者の西周は，道理（ここでは学問の理論）には「心理」

と「物理」があるとし，『百一新論 巻之下』において「物理」は動植物を含めた自然

現象全体の論理だと述べている． 

 

道理々々ト一様ニ口デハ言ヘド其実ハ二タ通リアツテ．…今此区別ヲ示ス為ニ其一

ツヲ心理ト云ヒ，其一ツヲ物理ト名ズクルデゴザル．其物理トハ天然自然ノ理ニシ

テ，其大ヲ語レバ実宇ノ大ナルモ，星辰ノ遠キモ，其小ヲ語レバ一滴ノ水一楊撮ノ

土モ，禽獣ヨリ人間ニ至ル生物デモ，草木ナドノ植物デモ，何デモ箇デモ此性ヲ備

ヘ此理ニ基ナル事ハ出来ズ51．…物理トイフハ，物質一般ノ理，…是バカリハ人間

ノ力デドウスル事モ出来ズ，イヤデモ応デモ成ル通リニ外ハナラヌモノナリ52． 

 

またジョセフヘーガンの『心理学』を翻訳しているが，そこで．「物理」は哲学の一種

で考え方であり，精神から物事を説明する「心理」に対する言葉として使われていた． 

                                                           
51 麻生義輝編「百一新論巻之下」『西哲学著作全集』第一巻，哲学編，岩波書店，昭和 8年，

276-277頁． 
52 同上，609頁． 
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哲学即ココニ訳シテ学と云ふ…学ト云ヘハ物理ニテモ心理ニテモ其普通ノ理法ヲ

発明シテ典雅ニ之ヲ述フルヲ要シ其目的ハ事物ヲ枚挙シテ互ニ相関スル道ヲ考察

スルニ在リ．…知識ニ二大別アリ即チ物質ノ学，心理ノ学ナリ，物質ノ学ハ萬有ノ

学ニシテ凡テ物質上ノ現象ニ係ハル者ヲ包括シ，世ニ概シテ之ヲフィジック，即チ

有形理学ト名ク，心理ノ学ハ世ニ係ハル者ヲ包括シ，世ニ能ク相対セルメタフィジ

ックト云フ語ヲ以テ之ヲ名状ス53． 

 

「理学」は「物質の学」即ち物に関する学問の総称であり，「心理の学」即ち精神の学

問に対して，自然科学と近代技術を含んだ科学技術を指していた． 

 

4.3.2 文部省や学者たちの中での科学技術「理学」 

 「理学」が次にみるように科学技術全般を意味する言葉として広く使われていた． 

 

 ①明治 10(1877)年東京大学が創設され法理文医学部が作られた．その理学部には，化

学科，生物科，工学科，数学・物理学及星学科，地質学及採鉱学科があった．途中で設

立された造船学科を含め，明治 19(1886)年に帝国大学工学部として統合されるまで理学

には工学や採鉱，造船学などの学科が入っていた54．「理学」という言葉で，西欧から

入ってきた科学と工学や近代技術を含んだ科学技術の全てを表していた． 

 

 ②「理学協会」は，明治 15(1882)年 2 月 19 日に創立第一会が行われた．その際，東

京大学理学部の原龍太郎ら 5名，医学部の桂秀馬ら 4名，工部大学校から藤岡市助ら 5

名，駒場農学校から狸川則吉ら 2名の教授が委員となっている55．創立当初の会員名簿

によると，全員 230 名の内，専門別で見ると物理，化学，生物，数学などの純粋理学は

68 名，工学 95名，医学 11名，農学 29 名，専門不明のもの 27名であった56． 

 

 このように工学，医学，農学，医学などの純粋理学以外を含めた科学技術全体を「理

学」として一体として理解していた． 

 

4.3.3 文人たちの科学技術観 

 明治に活躍した文人たちが科学技術をどのように理解していたかを，各研究者の論述

から拾いあげる． 

 

 ① 森鴎外の科学観 

 大塚浩一郎は「森鴎外と自然科学」と題する論文で，鴎外は自然科学には実証精神の

涵養と客観的認識が重要であるとし，そして自ら研究を進めることが鴎外の実証主義の

出発点であったと言う．そして，自然科学の理論的側面には関心を示していなかったと

いう57． 

                                                           
53 西周譯『奚般氏著 心理学』文部省印行，明治 11(1878)年 2 月，2頁． 
54 明治 18(1885)年 12月に工芸学部に一旦統合され，翌年帝国大学工学部となっている．『東

京大学百年史 第二編』452頁． 
55 『理学協会雑誌』第一号，明治 16(1883)年，2月刊，4-5頁． 
56 同上記載の会員名簿（71-81頁）による． 
57 「鴎外森林太郎は…自然科学という有機体が，日本の地に根をおろし，そこに定着する

ためには，学説や理論という出来上がった成果ではなくして，西欧近代科学を生み育てた
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 科学者である鴎外も，科学の直感的推論的な面よりは，日本人の物に則した傾向にそ

った科学的方法論としての実証主義に重きをおいていた． 

 

 ② 夏目漱石の科学観 

 漱石の科学観については多くの人が語っているが，研究者伊藤節子の論文によると58，

日本人には科学的精神が欠けているとして，次のように述べている． 

 

初期漱石における「科学」の様相を明らかにするにあたって，漱石自身がその概念

をどのようにとらえていたかを確認していく必要がある．（として漱石の言葉を紹

介している）「日本人には芸術的精神はありあまる程あったようですが，科学的精

神はそれと反比例して大いに欠乏していました．…然し此精神が一般に行き渡って

いないため，且つあまり大切でないため今日まであまり発達していません」59． 

 

漱石の「科学」という概念に明治という時間的枠組みが含まれ，19 世紀という時代背

景をもつものとして限定的に理解されていたと言う．漱石は，明治の西洋文明を象徴す

る鉄道や汽船など，産業の促進に伴う具体的な目に見える技術を注視し，概念としての

「科学」には注視してこなかったという．漱石にとって「科学」は体験し目に見える技

術的な側面から理解していたのである． 

 

 ③ 志賀直哉の科学観 

 研究者唐津聖月の「志賀直哉に於ける〈科学〉」60によると，志賀は「科学」的思考

から離れたものや，「科学」では割り切れないものにこそ魅力を感じていたかもしれな

いという．「科学」と「物質文明」とをピッタリ重ね合わせてはいないながらも，…こ

の頃の志賀にとっての「科学」とは，工学士の友人や，変圧所，電車に象徴されている

ように，自然科学分野における「科学」技術やその成果となるものがイメージされてい

たようだという． 

 志賀は「科学」を実用的な面から，目に見える技術をイメージしていた． 

 

 このように，どの文学者たちも「科学」の技術的側面に注目し，「科学」の理論的概

念的側面には関心を示さなかった．近代技術を科学として見ていたのである．この傾向

は現在も続いているといえる． 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

確固たる実証精神の涵養とその精神にもとづ客観的自然認識の唯一の方法の導入こそが，

最も肝要であることを早くに指摘したという．」「鴎外の科学的方法論は，やや極端な実証

主義であると言えよう．もっともこれは鴎外のみに限らない．このようなドイツ的な実証

主義は…その後も意識的あるいは無意識的に日本の科学研究者の中に根を張っていき，日

本の科学研究の主流となるのである．」，大塚浩一郎「森鴎外と自然科学」『帯広大学短期大

学紀要』1970年 12月，9-23頁． 
58 伊藤節子「初期漱石における『科学』の様相―『文学論ノート』をめぐって」『三田文学』

第 57号，平成 25(2013)年 6 月，1-15頁． 
59 夏目漱石『創作家の態度』明治 41(2008)年 2月 15日講演，同年 4月『ホトトギス』に掲

載． 
60 唐沢聖月「志賀直哉に於ける〈科学〉」『有島武郎研究』第 15号，2012年 9月，28-42 頁． 
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5. まとめ―明治期における西欧の科学技術理解について 
 

 これまで見たように，福沢は「究理」や「物理」という言葉で自然現象を説明してい

たが，この言葉は広く物に即した科学技術に関する学問を意味し，さらに物事の論理で

あった．広く科学技術を「物理学」という言葉で表現し理解していた．福沢はこれまで

の陰陽五行の考え方を捨て「物に即した道理」による考え方への転換を説いていたので

ある．当時世間では「物理」は「物の道理」の意味で使われていた．福沢もその一人で

あった．辻が述べたように，明治初期の学問的情況の中で論理的思考への変革を主張し

ていたのであって，「時代の人」であった． 

 福沢のこのような科学技術観に対し，小泉，丸山，佐々木らの見方には無理があった．

福沢の最晩年の言葉の「数理学」を「数学に基づいた物理学」と現代的意味で理解し，

その「物理学」を「実学」の核心としたのは明らかに行き過ぎであった． 

 また，佐々木の「福沢が物理学研究をきわめて重視し」また「福沢はそれに基づくテ

クノロジーを日本に持ち込み，…科学的テクノロジーを鼓舞した思想家」であると云う

のも言い過ぎであった．福沢が強調したのは，これまでの儒教的観念を否定し，物に即

した論理的根拠による学問であった．物理学研究には言及してはいない．当時西欧科学

技術の代表と見なされていた蒸気機関も，ニューコメンの蒸気機関を職人ワットが改良

した物であった61．福沢が語ったのは，決して科学的テクノロジーではなかったのであ

る． 

 一般市民にとっては，蒸気機関車，蒸気船，電信などが目の前に現れたものが全てで

あった．物理も工芸も区別はなかった．器機それ自体が科学技術であった． 

 知識人たちには，「物理」は精神に関わる学問の「心理」に対する言葉であり，物に

即した西欧的論理，知識や物の道理を「物理」と言う言葉を使っていた．医学，生物学，

工学をも含む西欧の科学技術は「理学」と言う言葉で一体として理解していた． 

 文人たちは，明治期を通して科学の実証的な側面，物質的側面をみていて，科学と技

術は一つとして理解していた．鴎外などの科学者も科学の実証的側面を見ていた62． 

 

 丸山や佐々木らの物理学重視の理解の背景には，戦後から広く蔓延していた物理学至

上主義ないし物理帝国主義があると思われる．近年の化学や生物学などの発展と科学の

技術との関係性の変化によって物理学至上主義は薄れ，物理帝国主義は衰退したと云わ

れる．しかしそれも極最近になってからである63．これに囚われず多くの記述と時代背

景から見直すことは意義があると思われる． 

                                                           
61 中島秀人『日本の科学／技術はどこへいくのか』岩波書店，2006年，102頁． 
62 明治末から大正期に活躍した科学者の寺田寅彦などは，科学については多く語っている

が，技術については全く語っていない． 
63 例えば，中山茂「物理学会の外から見ると」『日本物理学会誌』第 51巻 7号，1996 年 7

月，495頁．細谷治夫「物理帝国主義について」『日本物理学会誌』第 51巻 4号，1996年 4

月，265頁．茂木健一郎「物理帝国主義の衰退と科学の現状」『現代思想』青土社，第 44巻

12 号，2016年 6 月，102-4頁など．2016年になって尚衰退が語られる事自体，如何に強く

残っていたかを表している． 
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武谷技術論に関連する内山弘正の手稿 
 

Hiromasa Uchiyama’s Letters and Manuscripts  

Concerning Taketani’s Technology Theory 
 

中島研究室 

八巻 俊憲 Toshinori YAMAKI 

 
１．はじめに 

 最近，武谷三男の技術論に関連して，内山弘正の技術論および技術活動に関連する手

稿が見つかったので，その一部を紹介する1． 

 内山弘正の名は，主に武谷三男によってその技術論との関連において紹介されている．

また，内山本人による論文および著書も公刊されている．ここでは，筆者が博士論文研

究の一環として調査した内山弘正の手稿のうち，武谷三男の技術論と直接関連する資料

について紹介する2． 

 武谷三男の著書のいくつかにおいて，内山弘正に関する記述が見られる．その最も初

期のものは，終戦直後の 1946（昭和 21）年，雑誌『新生』2 月号に掲載された「技術

論－迫害と戦いし知識人にささぐ－」における記述である． 

 

   私はここに一つの技術論を提出し一般の御批判をあおぎたい．私はこの立場 

  に大体昭和 15 年の末に到達した．その前後，阪大出身の数名の物理学者や技術 

  家と個人的に技術論を中心として討論をなし，これから私は大いに与えられた． 

  これらの友人に私はこの機会に深く感謝の意を表する．その中，内山弘正君は 

  問題の提起者であり，特に熱心に討論してくれたものである．ところがこのよ 

  うな学問的な態度も，それが根本的には日本の貧弱なる技術を高めんとするも 

  のであるにかかわらず，反ファッショ的，反神秘主義であり，軍の主唱する大 

  和魂の竹槍主義に反し，また現社会に批判的であるために当局の咎めるところ 

  となり，また当時なんらマルクシズムという特定な立場に制限せず，自由なる 

  そして科学的な観点から討論がなされたものであるにかかわらず，有名な世界 

  的悪法たる治安維持法は日本のすぐれた技術家達を，重要なる瞬間に，重要な 

  る軍事技術の遂行からひきはなし，留置場にとじこめ，取調官は共産主義的意 

  図の自白を強いたのである．特高警察は自己の出世のためには国亡ぶとも敢え 

  て省みざる事がこの一時をもってしてもわかるではないか．3 

             

 ここに記されているように，内山は武谷技術論にとって「問題の提起者」であったが，

後半の「すぐれた技術家達」も，内山を念頭において述べられていることが以下に紹介

する資料で明確になる． 

 

２．武谷史料と内山書簡 

 まず，終戦直後，内山から武谷に送られた 2 通の書簡を紹介する． 

                                                      
1 その資料に基づく分析については次の報告を参照．八巻俊憲「武谷三男の技術論サークル

と内山弘正の実践活動」『科学史研究』（投稿中） 
2 著作権については，故内山弘正氏の御長男である協一氏の承諾をいただいた． 
3 武谷三男『武谷三男著作集１ 弁証法の諸問題』勁草書房，1968 年，128-9 頁. 
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 武谷三男の個人資料（武谷史料）は，死後夫人であるピニロピ氏が所有していたが，

2015 年 8 月の同氏の死去に伴い，遺族によって生前武谷三男と懇意であった三本龍生

氏に 2016 年 3 月に寄託された．現在，有志によってその整理作業が進められている．2

年前，武谷史料を調査していた西谷正氏が，内山弘正から武谷あての書簡の存在を発見

して報告した4．ここではそれにあたる昭和 21 年の書簡（資料Ａ１）と，翌昭和 22 年

のもう１通の書簡（資料Ａ２）を収録する．前者には，内山の検挙がもとで武谷が逮捕

されることになった経緯の説明と謝罪が綴られており，後者には一転して新たな活動に

取り組む喜びと意欲があふれている5． 

 

３．内山弘正と技術活動に関する資料 

 内山弘正は，富山の名家の長男として生まれ，1935 年に富山高等学校（旧制）を卒

業して大阪帝国大学理学部に入学，1938年に卒業後東京無線電機株式会社に就職する．

その後長野において設立に関わった鐘淵通信工業株式会社での労働運動（本人にとって

は技術活動）が治安維持法違反の容疑に問われ，1944（昭和 19）年 3 月に検挙された

のち，終戦にいたって釈放された．戦後に内山は同じ会社で再び労働運動に従事し，共

産党に入党する．その後共産党富山県委員長を経て，共産党中央委員となる．富山では

県知事選挙にも 2 度出馬している． 

 内山弘正の生家である内山家は，代々富山の豪農であった由緒ある家である．旧内山

邸は富山県の歴史文化財として，現在一般にも公開されている．内山弘正は，初代内山

逸晴より数えて第 22 代当主にあたる．内山家の文書や蔵書は，弘正の父季友および弘

正により富山県立図書館に寄贈され，「内山文書・内山文庫」6として分類・管理されて

いる．このうち 2,414 点にわたる「内山文庫」には，内山弘正の手稿および蔵書が多く

含まれており，弘正の学生時代から戦後の活動に至るまでの資料が収められている7． 

 内山文庫の内容は，多くの蔵書の他，本人の書簡，ノートやファイルなどの手稿 

である．書簡は本人が実家あてに送付した「大学時代の手紙」のみであるが，その他の

手稿は数多く，大学の授業のノート，私的な研究ノート（例えば自然弁証法，民主人民

革命，レーニン研究など），共産党活動に関する報告書，講演レジメなど，内山弘正本

人の著作である『富山県戦前社会運動史』の関連資料，労働運動関係資料，旧制富山高

校学生運動史関係資料などである．戦後のものはマルクス主義に関連する文献が多い．

他に文学や歴史関連の図書も多いが，弘正以外の家族の蔵書と思われるものもあり，目

録上でそれらを区別することは難しい． 

 ここでは，内山弘正独自の技術論とその活動に直接関連する次の 2 つを収録する． 

 

 

 

                                                      
4 西谷正「戦争前後の武谷三男」『東海の科学史』第 11 号，2015 年，27-41 頁． 
5 実際，内山は昭和 21 年 4 月から，以前の職場であった鐘淵通信工業株式会社に戻り，再

び技術活動に取り組んだ．この手紙はその様子を伝えている．なお，実際の活動の過程が

詳細な日記として記録されている：内山文庫における分類コード：[U366.6-2]「上田日記」

全 5 冊． 
6 富山県立図書館編集・発行『内山文書・文庫目録』1996 年． 
7 内山文庫に含まれる内山弘正の資料は，富山高校および大阪帝大時代までと戦後のもので

あり，大学卒業から終戦までの期間にあたる資料は含まれない．それらは，おそらく検挙

の際に押収され，その後処分されたと考えられ，内山の検挙に続いて検挙された武谷の場

合同様，失われている． 
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 内山弘正「技術活動」（昭和 21 年 3 月）の抜粋（資料Ｂ１） 

 内山弘正「技術者は何を為すべきか」（昭和 21 年 4 月）の全文（資料Ｂ２） 

 

 資料Ｂ１は，終戦によって解放された後に，戦時中の活動を覚書としてまとめたもの

である．ファイルには，本人が担当・実施した研究活動（個人，共同）の内容を示す記

述と報告書などの資料，および技術論に関連する諸活動（本人によると「技術的政治活

動」）の記録が含まれるが，ここでは冒頭にある経歴と活動内容一覧，および一覧の最

後の項目である技術的政治活動の具体的記述の部分を収録した． 

 資料Ｂ２は，その活動の思想的基盤である独自の技術論を文章に著したものとして貴

重である．おそらく終戦とともに注目され始めた武谷の言論活動にも触発されたものと

思われる．これらの活動歴や理論は，同時期に再開された技術現場での組織的活動の基

盤として機能し，一定の成果を収めることになる．（八巻論文 1を参照） 

 なお，資料の掲載を許諾していただいた内山協一氏と三本龍生氏に感謝します． 

 

 

 

凡例：旧字体，旧かなづかいはできるだけ原文通りとし，句読点は適宜補った． 

 

資料Ａ１：内山弘正から武谷三男への昭和 21年 2月 20日付の書簡 

     （レポート用紙 2枚横書き） 

 

武谷三男様 

 貴兄の住所が解らず昨年 10 月以来苦しんできました．「新生」二月号で貴兄の「迫害

と闘いし科学者に捧ぐ」を讀み，とりあへず「新生」編輯部宛で貴兄に此の手紙を書き

ます．昭和 19 年 3 月突然警視廳に拘置された時，私は政治警察の意図に対する判断に

於て大きな誤りを冒しました．始め私は事件を重要なものと考へず簡單に解決されるも

のと思ひました．そして調べ室の追求に対し，それによってその人達が拘置されるとは

考へないで幾人かの友人の名前を出しました．私の事件が日と共に事実そのものは無視

して次第に大きく犯罪構成へと引きずられて行った時，そして貴兄その他次々と拘置さ

れ始めたのを知った時，始めて政治警察に対する自己の認識不足を知りました．それ以

来，獄中に一番苦しんだことは貴兄たちの拘置に対する私の責任についてでした．警視

廳に於て 19 年 7 月始貴兄を見ました．身体が弱って居る様に見えました．拘置所へ移

ってから貴兄が警視庁にて病気により釋放されたというウワサをちょっと耳にしまし

た．貴兄の健康につき心配し続けました．昨年 10 月解放された時何より貴兄の状況が

知りたかった．しかし住所もなにも解らず，それなりで今日に及びました．「新生」の

論文を讀み，元気そうな貴兄を感じて心から嬉しく思ひました．昭和 19 年 20 年に於け

る貴兄の苦しい拘置生活に対し，ここに心からお詫びいたします．貴兄の現在の健康状

態はいかがですか．御結婚されたことは検挙前に既に聞いていましたが御家族皆様お元

気ですか． 

 惨タンたる犠牲の後世界の民衆の好意によって始めて日本に自由な空気が流れ始め

ました．此の自由な空気が若し日本の人民自身の手によって呼びおこされたものであっ

たら喜びは更にどんなに大きかったらう．現在私たちの務めは此の世界の民衆の好意に

答へ，日本の人民の全精力を傾けて新しき平和な人民の國日本を築き上げる事です． 

校の方向を指示する唯一の正しい黨は共産黨であると信じます．私たち科学者技術者は

共産黨の指示する方向に結集し，足並みをそろへねばならないと思います． 
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 私は現在富山(生家)へ戻り工場とは関係を持って居りません．しかし此の三月或いは

四月には検挙直前に勤務していた長野上田市の『鐘淵通信』に復帰する筈です．工場復

帰後は工場の作業員管理，更に従業員による共有の実現に向かって働きたいと思ひます．

その場合基礎となるものはやはり「技術論」であり，今後とも貴兄のご指導を仰ぎたく

思ひます．新しい「技術論」及び「自然辯証法」を研究し実践すべき技術者・科学者同

盟が作れたら，どんなに力強い事かと思いますが，此の同盟結成について貴兄の御活動

をお願ひしたく思ひます．尚「日本科学史学会」どうなったでせうか．之の再編成も考

へる必要があると思ひます． 

 川村肇君，山口省太郞君等はどうして居ましょうか．下村正夫君には手紙を出しまし

たが返事がありません．お父さんは現在戦争犯罪者として拘留されて居ますし気の毒に

思ひます．お便り下さい．妻からもよろしくと申して居ります． 

                     昭和 21 年 2 月 20 日   内山弘正 

                  私の住所：富山縣婦負郡八幡村宮尾九〇三 

 

 技術と技能について昭和 16 年に，はっきり理解しかねましたが，昭和 18 年貴兄の意

見が正しい事を覚りました．昭和 18 年 10 月から 19 年 3 月まで約半ヶ年『鐘淵通信工

業』の建設のために働きましたが，此の間「技術論」を実践する經驗を持ちました．此

の実践の過程に於て技術と技能の問題につき更に複雑な具体的問題にぶつかりました

が之等も今後解決して行きたいと思います．尚くわしい事は又の機会に或はお会いした

時，お話したいと思ひます．何よりもお便りをお待ちします．8 

 

 

 

資料Ａ２：内山弘正から武谷三男への 1947(昭和 22)年 1月 14日付の書簡9 

     （B4版縦 1枚横書き） 
 

谷武（ﾏﾏ）三男様 

1 月 12 日 上田へ帰って来て 貴兄の著書をうけとりました． 

新聞で公刊予告を見て買いたいと思い 未だ 手に入れて居なかったので 

非常に有り難く 感謝いたします． 

上田地区はモリモリ盛り上がっています． 産別・日農がガツチリ手を 

握り，訓練された青行隊 3000 がいつでも出勤準備の態勢にあります． 

すべての經営・農村に細胞があり 地区委員会を中心に全運動の 

トツプに立って居ます． 

鐘通にも細胞が出来グングン成長しています． 

私は今 細胞書記と 労組執行委員長をやって居ます． 

決して中央に負けません．小さい地区ですが 火の玉の様になって居ます． 

此の一年間 見ちがえる位変りました． どしどし民主化しています． 

 

労組は今 労働者による生産復興に全力をつくして居ます． 

工場の状態は危機にありますが 労組の力で乗り切って行きます． 

1 月 22 日に市民大会が開かれます． 此の大会で模範的な 

民主戦線を結成する覚悟です． 

                                                      
8 最後の 6 行は，住所の記載の後に続けて書かれている． 
9 改行は原文どおりとした． 
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科学・技術部は いかがですか． 

頑張って下さい． 

此の地区では教員が弱い様です． 

教員のオルグは最も苦しい様です． 

東芝の諸君にどうぞよろしく． 

さよなら． 

弘正     １９４７・１・１４夜 

 

 

 

資料Ｂ１：内山弘正「技術活動」（手稿他，バインダー1冊）10（抜粋） 
 

    技術活動に関する覚書 （p.1-2） 

 昭和 13 年 3 月 大阪帝大，理学部物理学科卒業．浅田常三郎先生のスイセンにて東

京無線電機株式会社（東京都蒲田区下丸子町）へ入社，試験場勤務．14 年 4 月研究部

勤務． 14 年 7 月新設の子会社．東京無線器材製造株式会社（川崎市苅宿字西仲町）

へ轉出．同会社絶縁物研究室を擔当．16 年同会社は親会社東京無線電機株式会社と合

併し東京無線電機株式会社器材工場と改稱さる．ひきつづき絶縁物研究室を擔当す．昭

和 18 年 3 月鐘淵通信工業株式会社の設立運動に参加，同年 9 月鐘通設立．同年 10 月陸

軍兵器本廠命により東京無線退社，鐘通へ入社．鐘通上田工場蓄電器工場の建設を擔当

努力中，19 年 3 月突如治安維持法違反のケン疑にて検挙され獄生活を強いらる．20 年

8 月 15 日徹底的敗戦．同年 10 月マッカーサー司令部の治安維持法撤廃，政治犯開放命

令により解放さる． 

 主なる技術活動次の如し． 

  １ 陸軍飛行機用無線機 94 式飛 2 号受信機の試験調査（13 年 4 月－14 年 4 月） 

  ２ 受信機用ソケットの調査研究（海軍技術研究所よりの委託）（14 年 5 月－15 

    年 12 月） 

  ３ 絶縁物の高周波損失に関する研究（14 年 7 月以降） 

  ４ 有機絶縁材料（合成樹脂）の機械的性質に関する研究（14 年 10 月以降） 

  ５ 合成樹脂の粘弾性に関する研究（15 年 7 月以降） 

  ６ 合成樹脂の熱膨張に関する研究（14 年 10 月以降） 

  ７ 合成樹脂の吸湿に関する研究（14 年 10 月以降） 

  ８ 箔電位計による高絶縁抵抗測定に関する研究（57 年 10 月以降） 

  ９ 紙蓄電器に関する研究（16 年以降） 

 協同活動（工場内） 

  １ 高周波フェノール・レジン「スーパーライトＳＨ」に関する化学研究室及 

    び化学工場との協同活動（14 年 7 月以降） 

  ２ シチロール・レジン「クオルツライト」に関する化学研究室及び化学工場 

    との共同研究活動（14 年 7 月以降） 

  ３ 紙蓄電器に関する紙蓄電器工場との協同活動（16 年以降） 

 協同活動（外部） 

  １ 海軍技術研究所よりの真空管用ソケット調査研究の委託（14 年 5 月－15 年 

                                                      
10 内山文庫における分類コード：[U541-1] 
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    12 月） 

  ２ 学術振興会第 18 小委員会・第 3 分科会・第 2 専門委員会「プラスチックス 

    熱試験法」の仕事に議員代理として参加（15 年 7 月－18 年 3 月） 

  ３ 電気機械統制会「合成樹脂専門委員会」に参加（16 年 6 月－17 年 12 月） 

  ４ 神奈川縣警察部外事課より秘密傍受装置に関する仕事嘱託（17 年 1 月－18 

    年 6 月） 

  ５ 岡小天，金丸競，玉虫文一先生等を中心とせる「高分子談話会」に出席（17 

    年末－18 年末） 

  ６ 電気学会「電気絶縁材料試験法専門委員会」の委員（17 年 12 月以降） 

 技術的政治活動 

  １ 談話会の設置（14 年） 

  ２ 技術雑誌「東京無線輯報」発刊に関する仕事（14 年） 

  ３ 器材工場における技術談話会の設置及び指導（17 年 10 月－18 年 6 月） 

  ４ 鐘通設立運動に参加（18 年 3 月－18 年 10 月） 

  ５ 鐘通上田工場 蓄電器工場の建設擔当（18 年 10 月－19 年 3 月） 

 

（中略） 

 

§11 技術的政治活動 （p.12～13） 

 「いかに優秀な技術者と云えども良い技術的環境と條件が与へられなかったなら何事

をも為し得ない．従って技術者は自己の技術の進歩の為に努力するとともに，良い技術

的環境と條件を獲得する為に全精力を傾けなければならない．」 之は私の大学以来の信

念である．良い技術的環境と條件を獲得するための運動，非合理的・反技術的・反動的

諸勢力・諸空気・諸性格と闘う為の運動即ち技術的政治活動は私の技術活動の根柢であ

る． 

 14 年お互いの技術的仕事の成果を紹介し交換し合ふ為の機関として「談話会」の設

置を主張し之を成立せしめ，又同じ意味で技術雑誌「東京無線彙報」の発刊を計画し之

を実現せしめたのは，私の技術的政治活動の端緒であり，後，器材へ移って昭和 17 年

10 月「技術談話会」を作り，若い技術者 20 名を結集し，社長・重役を中心とする商業

資本的・反技術的諸勢力に対する反撃を試みたのは私の本格的な技術的政治活動の第一

歩である．此の「技術談話会」に於て，私は学振或は神奈川縣警察部から私に与へられ

た謝礼金約 500 円を提供して文化的図書を購入し，技術者の啓蒙に資した．之は「談話

会図書室」となった．東京無線に於ける商業資本的・反技術的性格の抜け難きを知った

私は，私と同じ意志を有する村上丈治工場長斎藤英一氏（当時課長），吉岡英雄氏（当

時課長）と共に，当時「営利を求めずひたすら技術の進歩の為につくす」事を目的とし

て木村介次氏（当時藤倉常務）を中心に企図されていた鐘淵通信工業の建設運動に参加

し，技術者の全員辞表を以て東京無線の社長重役と反動勢力に痛烈な打撃を加へると共

に鐘渕通信工業の建設を強力に推進した．此の鐘通運動は昭和 18 年 3 月から始り，9

月鐘通設立，10 月陸軍兵器本廠の命により吉岡英雄氏，道添光明氏，安形俊氏らと共

に東京無線を退社し鐘通へ入社した．同時に器材工場は東京無線より独立し，帝国通信

工業と改稱し，村上丈治氏が専務に就任した． 

 鐘通へ入社して上田工場紙蓄電器工場の建設を擔当した私は，水谷信雄氏，安形俊氏

と三人で最も合理的な働く人達による工場の建設運営に努力した．しかしかかる私の技

術的政治活動に対し，19年 3月日本の政治警察は検挙と投獄をもって報いたのである．

警視廳が検事局へ送った私に関する調書の「情状」の項には，下手な日本語で次の様に
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書かれていた．「被疑者の共産主義信奉の程度は牢固として抜きがたきものあり．今次

検挙により一応転向は表明し居るも俄に信じ難し．玆後に照応厳重處罰相成りたし．」

警視廳は私を共産主義者と規定し，強引に治安維持法を適用したのである．未決 1 年半，

此の間に日本は徹底的な敗戦を喫し，20 年 10 月マッカーサー司令部の日本政府に対す

る治安維持法撤廃，政治犯釈放の命令により予審の中途で解放された． 

 技術活動および技術的政治活動の指導理論は「技術論」であるが，武谷三男氏は「新

生」21 年 2 月号「迫害と戦ひし科学者に捧ぐ」にて於次の様に書いて居る．「私は此處

に一つの技術論を提出一般の御批判を仰ぎたい．私はこの立場に大体昭和 15 年の末に

到達した．その前後阪大出の数名の物理学者や技術者と個人的に技術論を中心として討

論を為し之から私は大いに与へられた．これらの友人に私はこの機会に深く感謝の意を

表する．その中内山弘正君は問題の提起者であり特に熱心に討論して呉れたものである．

所が此の様な学問的な態度もそれが根本的には日本の貧弱なる技術を高めんとするも

のであるに不拘，反ファッショ的，反神秘主義的であり，軍の主唱する大和魂の竹槍主

義に反し，又現社会に批判的である為に当局の咎める所となり，又当時何らマルクシズ

ムと云ふ特別の立場に制限せず自由なる，そして科学的な觀点から討論が為されたもの

であるに不拘，有名なる世界的悪法たる治安維持法は日本の新進のすぐれた技術者たち

を重要なる瞬間に，重要なる軍事技術の遂行から引き離し留置場に閉じ込め，取調官は

共産主義的意図の自白を強ひたのである．特高警察は自己の出世の為には国亡ぶともあ

えて省みざる事が此の一事をもってしても解るではないか．」 

 昭和 13 年より 19 年までの私の技術活動において次の諸氏の名前は忘れられない． 

 浅田常三郎博士（阪大教授），村上丈治氏，斉藤英一氏（19 年 8 月死）， 

 武谷三男氏，下村正夫氏，水谷信雄氏，貞清玄亀氏，河合隣次郎氏，道添光明氏 

                            （21 年 3 月 2 日） 

 

 

 

資料Ｂ２：内山弘正「技術者は何を為すべきか」（手稿，19頁，）11（全文） 
 

   技術者は何を為すべきか 

     一，技術とは何か 

 技術とは何かと云ふ問題は多くの技術者にとって既に自明の事である様に思はれて

居る．だが決してそうではない．そこには技術と工学，技術と機械，技術と技能に就い

ての限りなき混同がある．若し技術者が全く無自覚な被使用人であり，命令のままに動

くべき種類のものであるならば，それでも良いだらう．しかし自主的にして積極的な今

後の日本の技術者は技術のなんたるかに確たる認識を持ち，その行動に誤りなきを期す

べきである． 

 そこで技術とは一体何であるか．我々が導き出すべき技術の規定は第一にそれが技術

を太古から現在に至るまで一つの一貫した発展的な歴史として把み得るが如きもので

なければならぬ事，従って第二にそれは現在技術が直面して居るあらゆる複雑な様相を

統一的に理解し，技術の積極的な発展の方向を指示するが如きものでなければならぬ事

以上である．かくて我々は次の結論を見出す．「技術とは人間がものを作る力，生産力

を質的にも量的にも増大させるために働く実践活動，即ち生産に於ける客観的法則性の

意識的積極的適用活動である．」（註） 

                                                      
11 内山文庫における分類コード：[U504-1] 
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  （註）我々はここでは生産だけを考て居る．技術を一般的に云ふならばその規定は 

     次の様になるだらう．「技術とは人間実践に於ける客観的法則性の意識的適 

     用である．」尚技術のかかる規定は武谷三男氏に負ふものである．武谷三男 

     「迫害と戦いし科学者にささぐ」新生二十一年二月号参照 

 人間は自然に働きかけてそこから生活資料を作り出さない限り生存することが出来

ず，又この生活資料を作り出す力・生産力を質量共に増大させることなくしては歴史の

発展は存在しない．生産力を質量共に増大させる為には人間は自然の法則性を認識し，

それを生産に適用し，利用していかねばならない．自然の法則性の認識は始めは唯經験

的なものに過ぎず，全く個々バラバラのものであった．しかしルネッサンス以後に於て

それは一つの統一的な科学的体系にまで高まってきた．即ち自然科学の科学としての確

立であり，それの発展である．自然の法則性の認識が科学的体系にまで高まると共に生

産力は増大し，ここにはっきりと自然を二つの分野に分けるに至った．即ち本来的自然

と人為的自然である．本来的自然とは人間とは獨立に本来的に存在して居る自然であり，

人為的自然とは人間が本来的自然に働きかけそれを人間の生産活動に都合の良い様に

変革した自然である．木そのものは本来的自然であるが此の木を製材して車にし舟にし

た時，此の車，舟は人為的自然である．電子は本来的自然であるが真空管は人為的自然

である．生産力の増大による人為的自然の高度化・本来的自然よりのはっきりした独立

化と共に自然の法則性の認識たる科学も又二つの分野に分れた．即ち本来的自然に関す

る自然科学と，人為的自然に関する工学である．電磁気現象に関して云へば前者は電磁

気学（物理学）であり，後者は発電機，電動機，照明，通信等に関する電磁気工学であ

る．人為的自然は本来的自然から独立したものであるが，此の独立は相互に無関係な分

離と云ふ形のものではなく，人的自然は本来的自然によって包括され，それの基礎の上

に立って居ると云ふ意味に於ける独立である．此の関係は自然科学と工学との関係をも

貫く．技術とは生産に於いて直面する自然の法則性を認識し，之を生産に意識的，積極

的に適用し生産力を質量共に増大せんとする実践活動である．近代的に云ふならば本来

的自然によって基礎づけられた人為的自然の法則性に関する科学体系，即ち自然科学に

基礎づけられた工学を生産に意識的積極的に適用して行く実践的活動である．即ち規定

的に「技術とは生産に於ける客観的法則性の意識的積極的適用活動である．」ここで「意

識的」と云ふ意味は一般動物に於てもその活動は客観的法則性を適用して居るものでは

あるが，それは本能的・無意識的・非発展的のものであり人間の意識的・認識的・発展

的な活動とは異なると云ふ事即ち技術は人間のみしか存在しないと云ふ事を明かにす

るものであり，「積極的」と云ふ意味は技術は本来火を噴く様に発展的なものであり，

それを停滞させ歪曲せしめんとする一切の反動的諸條件と断乎闘って行くと云ふ事を

明かにするものである． 

 さて我々は次の一系列を見出した．自然科学－工学－技術－生産．普通表面的には先

づ自然科学が確立し，それが工学に応用され，技術となり，かくて生産が発展すると云

ふ風に考へられる．しかし良く本質にまで立ち入って考へるならそれが全く逆である事

を知るであらう．先づ生産が展開され，此の生産の展開に於て新しい技術の端緒が見出

され，それが体系づけられて工学となり，そして新しい自然科学の確立となり，しかる

後此の新しく確立された自然科学が工学，技術，生産へと新しい威力をもって下りて来

るのである．それは一つの環をなすものであり環の後半のみを見るのは近視的である．

出発点は生産にあるのだ．ニュートンの力学は十八世紀以後の生産力の発展に対し最も

根本的な理論を提供したものである．しかし此のニュートン力学たるや十七世紀に於け

る当時の生産力を基礎とし，それの要求にもとづいて作り上げられたものである．決し

て神の攝理と恩寵に基いて偶然的に作られたものではない．此の事については B・ヘッ
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セン教授が精力的な論文を発表して居る．（註）又熱学が十八世紀の終わりから十九世

紀中葉に至る英国産業革命に於ける蒸気機関の生産的・技術的発展より生じたものであ

る事は衆知の事実である．しかし此の事はあれやこれやの例証によって根據づけられて

居るのではない．自然科学（そして工学）は自然の法則性に対する人間の認識体系であ

るが此の認識は人間が自然に働きかけ觀測し実験しなければ生ずるものではなく，そし

て此の人間の自然に対する働きかけはその最も中心的なものが生産に他ならないとい

う意味に於て，更に具体的に云へば自然科学（そして工学）はその研究題目と研究材料

と研究意欲を生産から与へられて居るのみならず自然科学自身の研究的実践たる觀測

及び実験の諸装置が全くその当時の生産的技術的水準によって規定せられて居ると云

ふ意味に於て認識論的に自然科学（そして工学）は生産（そして技術）によって全く其

の根底を貫かれて居ると云ふ事を知り得るのである．即ち環は生産－技術－工学－自然

科学－工学－技術－生産と動くのであり，の最も規定的なものは生産である． 

  （註）B・ヘッセン「ニュートンのプリンシピアの社会的及び經済的根柢」（一九 

     三一）岐路に立つ自然科学所載 

 勿論自然科学及び工学はそれ自身としての論理的発展を有して居るものであり従っ

て自然科学および工学の動きをすべて生産と機械的に結びつけて考へようとするのは

誤りである．しかし基本的には常に生産－技術－工学－自然科学なる規定方向が貫いて

いるのだ．生産の発展的でない所には技術も工学もそして自然科学も存在しない．その

様な場所にたまたま自然科学の花が咲く様な場合があっても，生産の土壌の欠如の為に

それは決して結実しない．日本に於て明治以来幾度か美しい自然科学の花が咲きかけ様

とした事がある．しかし此の国の商業高利貸し資本的な反技術的な生産機構の故にそれ

は生産によって援助される事なく，又生産に具体化される事なく，従ってそれは眞実に

開花し結実する自然科学自体としての論理的発展をも中断せしめられて居る．例えば本

多光太郎博士を中心とする鉄の研究の歴史を見よ．或ひは又原子核物理学の歴史を見よ．

彼等有能なる自然科学者に対して与へる必要のあるものは文化勲章よりも先づ積極的

にして発展的なバック・アップである．以上に於て我々は次の事が明らかになった．即

ち技術は自然科学，工学によって規定せられるものではなく，生産によって規定せられ

るものであり，自然科学工学に対しては逆にそれを規定していくものである．かかる規

定方向に基づいて始めて技術は自然科学工学より強力な現実的理論を受け取り得るの

である． 

 「技術とは生産に於ける客観的法則性の意識的積極的適用活動である．」さてここに

於て生産とは一体何であるか．人間は自然に働きかけてそこから生活資料を生産するの

であるが，此の生産は決して各人個々バラバラに行はれるものではなく常に歴史的に特

定な社会的関係をもって行はれるものである．即ち生産は社会的経済的範疇である．近

代的國家に例を取るならば，生産は先づ一國の全社会的生産即ち生産構造として現はれ，

それは生産手段生産部門と消費資料生産部門の二大部門に分れ，それは更に幾多の小部

門に分かれ，最後には個々の工場として現はれるものである．生産の最小単位は工場で

ある．生産が此の様に，工場－小部門－大部門－全社会的生産（生産構造）として現は

れるならば，技術の規定から明かな如く，技術も又之に對応して工場技術－小部門技術

－大部門技術－技術水準（技術構造）として現はれるのである．技術の単位は工場技術

であり，それの全体計は一國の技術水準である．普通人々は一人の技術者の技術に就て

云々する．しかし一人の技術者の技術と云ふものは技術以前のものであり，それが多く

の技術者と共に一つの工場に組織された時始めて技術（即ち技術の單位としての工場技

術）が成立するのである．それは労働者一人に就ては生産は考へられず，多くの労働者

の組織としての工場が現れた時，始めて生産が成立するのと同様である．生産がそうで
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ある様に技術も又集團的であり，社会的なものである．技術最高指導者を頂点とする工

場のピラミット（ﾏﾏ）的な技術者集團が一つの技術を実践するのである．一人の技術者

は彼が参加している技術者集團をより積極的発展的なものたらしめるか，消極的停滞的

なものたらしめるかによって技術に作用を及ぼしていくのである．技術が集團的なもの

である以上，技術者に一番大切なものは協働的精神である．技術者にとって協働的精神

はどれだけあってもありあまると云ふ事はない．そして此の協働的精神に甚だしい貧困

を示しているのが日本の技術者達なのである．工場技術は集って一つの小部門技術とな

る．例へば東京電気，日本電気，日本無線等々の各工場技術が統一されて無線器機部門

技術となる．小部門技術は集って更に大部門技術となり，最後に一國としての技術水準

となる．一國の技術の評價は此の技術水準に於て与へられる． 

 我々は技術の單位として工場技術を考へた．此の工場技術とは，我々の技術の規定に

よるならば，それは工場生産に於ける客観的法則性の意識的積極的適用活動であるが，

具体的にはそれはいかなるものであらうか．無線器械工場を霊にとって説明しよう． 

  一，生産的技術（生産物たる無線器械に関する技術） 

     現在生産しつつある無線器械の批判に基く，新しい無線器械の創意的工学的 

     研究及びそれの試作． 

  二，労働対象技術（材料及び部分品に関する技術） 

     現在使用しつつある材料（例へば絶縁材料）及び部分品（例へば眞空管，蓄 

     電器その他）の批判に基く，新しい材料及び部分品の創意的工学的研究及び 

     それの試作．之は労働対象供給工場との協働活動として行はれる． 

  三，労働手段技術（工作機械及び測定装置に関する技術） 

     現在使用しつつある工作機械及び測定装置の批判に基く新しい工作機械及び 

     測定装置の創意的工学的研究及びそれの試作．之は労働手段供給工場との協 

     働活動として行はれる． 

  四，行程技術（生産方式，工程管理，作業研究，時間研究に関する技術）   

     現在行はれて居る行程の批判に基く新しい行程の創意的研究． 

  五，建設技術（企画設計等が之に含まれる） 

     一，二，三，四の技術に於ける創意的成果を現実に生産に移す為の技術． 

  六，運轉技術（所謂現場の技術） 

     現在与へられて居る生産組織を確実に停滞なく運転する為の技術．  

 工場技術とは具体的には以上六個の要素技術の有機的結合に於て成立するものであ

る．明らかに之等は工学である．我々の技術の規定が示す如く技術は工学の一部を内包

するものである．しかし此の技術に内包される工学即ち要素技術一，二，三，四は大学

或いは独立的研究所に於ける工学とはその性質を異にする．後者は独立的なそれ自体と

しての論理的発展をもつ所の本来的な工学であるが，前者は生産実践に直接結びついて

居るものであり，工学として独立するものではなく，要素技術として工場技術に統一さ

れて始めてその生命をもつものである．従来多くの工場に於て要素技術一，二，三，四

に参加する技術者は要素技術としての工学を本来的な工学と混同した．その結果工場内

に独立工学研究所が出現し，工場は自己の頭脳を喪失した． 

 我々の技術の規定から明かな様に，六個の要素の技術の中，中核的なものは五の建設

技術である．建設技術が火を噴く時，始めて他の要素技術は技術としての生命を与へら

れるのであり，従って工場の技術最高指導者は建設技術を直接指導し，建設技術を通じ

て全要素技術を統一すべきである． 

 現在の生産に對する自己批判は運轉技術から生れる．その意味で運轉技術は工場技術

の出発点である．若し他の要素の技術が運轉技術との結合から切り離されるなら，それ
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等はすべて足を宙に浮かすことになる．しかし運轉技術はそれ自体として見るならば，

唯現在与へられて居る生産組織を維持するだけの技術であり，全要素技術の中，最も消

極的な技術である．日本の多くの重要工場は外國から特許を買ひ，プラントを輸入し，

材料を仰いだ．その様な工場の技術と云ふものは運轉技術のみである．運轉技術のみし

か有しない工場技術と云ふものは独立的工場技術とは稱しがたい．本質的に云って日本

の技術水準なるものは運轉技術的段階にあった．それは植民地的技術水準に等しいもの

であり戦争に敗れるのは当然である． 

 技術とは生産における客観的法則性の意識的積極的適用活動である．それは生産力を

質量共に髙めんとする自主的な実践活動である．それは今日の生産の自己批判から，拡

大された明日の生産を創意するものである． 

 多くの人々は一つの工場の技術を，その工場の現在設備して居る労働手段，現在使用

して居る労働對象，現在生産しつつある生産物の品質によって評價する．しかしそれは

誤りだ．現在の労働手段，労働對象及び生産物は過去の技術の結果に過ぎない．一つの

工場の技術は昨日から今日へのそして今日から明日へのその工場の生産の発展過程か

らのみ評價出来る．若し生産が昨日も今日も明日も同じであるならば，即ち生産の発展

が停滞して居るならば，その工場に今，技術は存在しない．底にはいつかの過去の技術

の徒食だけがある． 

 技術とは生産の発展曲線の微分によって示されるものである．生産の加速度が技術の

速度である． 

 最後に技術と技能に就て一言しよう．既に明かな様に技術とは組織的社会的なもので

あり，客観的自然の法則性の認識体系たる工学及び自然科学をその背後に有するもので

ある．これに對し技能とは主觀的心理的個人的なものであり熟練によってのみ獲得され

るものである．今，同一旋盤を用いて A は一〇〇分の五ミリの，B は一〇〇分の一ミ

リの精度の仕事を為し，又 A は八時間に五個の，B は同じ時間に七個の製品を仕上げ

たとする．此の同一旋盤に於ける AB の仕事の質量の差異こそ AB の技能の差異を示す

ものである．旋盤は一定の技術の成果であるが，一般に技術の進歩は主觀的・個人的な

技能を客観的な技術に解消して行くものである．精密自働旋盤は從前の旋盤に於ける如

き熟練を待たずして，より髙度な仕事を為す．しかし技術は技能を消滅せしめるもので

はない．新しい技術は新しい別種の技能を創出し要求する．精密自働旋盤は成程從前の

旋盤的意味に於ける熟練は要求しない．しかし從前の旋盤に於ては見られなかった異質

の熟練が必要となる．此の事は技術が飛躍的発展を為した場合に於て更に明瞭である．

例へば耕耘作業が馬耕からトラクターに発展する様な場合を想起せよ．耕耘の技能は全

く変革される．一定の技術は常に一定の技能を對応せしめるものであり，この對応が正

しく行はれた時，生産はその技術的段階に於ける最髙の力を発揮する．技術と技能との

對応を科学的に研究し，新しい技術と結合去るべき新しい技能の方向，あり方を正しく

指示するのが作業研究，時間研究の任務である．新しい技術の段階に於ける古い技能の

残存停こそ工場技術の最大恥辱である．（註） 

  （註）技術が從前の技能を解消しつつ，新しい技能を創出して行くと云ふかかる発 

     展的觀点に立つ技能の理解は武谷三男氏に負ふものである． 

     武谷三男『迫害と戦ひし科学者に捧ぐ』新生二十一年二月号参照 

 

     二，技術者は何を為すべきか． 

 既に述べた様に，技術の單位は工場技術であり，個々の技術者の技術なるものは技術

以前のものに過ぎない．從って優秀なる技術とは工場技術者全体の組織的優秀さである．

勿論之は個々の技術者の優秀さを前提とするであらう．しかし個々の技術者の優秀さだ
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けでは，直ちに工場技術の優秀さは結果しない．個々の技術者の優秀さが生きるのは，

唯工場技術者全体の緊密な組織的活動を通す事によってのみである． 

 技術者はお互ひの技術的能力の進歩の為に努力すると共に全工場技術の緊密な協働

的，組織的活動の為に全精力を傾けなければならない．各要素技術間の縄張り的對立や

お互ひの間の反目は技術自体を否定するものである． 

 今各技術者の自覚と努力とにより全工場技術者が一つの緊密な協働的組織体に結合

したとしよう．技術は当然火を噴く様な発展過程に入らんとする．若しそれが支障なく

発展過程に入れば良い．しかし多くの場合，特に日本に於て，それは重大なる障碍にぶ

つかる．それは正に技術外のもの，工場所有者・資本家階級の反技術的意志である． 

 工場所有者・資本家階級は，生産に對する関心を，技術の発展による生産の質量に於

ける増大，即ち歴史の進歩にではなく，唯ひたすら，彼等自身の限りなき利潤の追求に

置いて居る．若し利潤が技術の発展によってもたらされる様な場合には，彼等は技術に

對して熱意を持つ．資本制社会の初期に於ては，利潤の獲得は，基本的に云って，技術

の発展による生産の質量に於ける増大によってのみ可能であった．彼等は技術に對して

積極的であった．産業革命がそれであり，之によって彼等は前社会即ち封建制社会が為

し得なかった所の，生産の質量に於ける増大を実現し，歴史の進歩に寄与したのである．

しかし資本制が成熟し，世界の隅々にまで及び，資本の独占的形態が進展して以来，技

術の発展はもはや彼等に利潤をもたらすものではなく，逆にそれを低下せしめるもので

あった． 

 彼等は歴史の進歩を停滞させ，逆行させても，あくまで彼等の利益を守る為に反技術

的となった．資本家階級の反技術的意志は，日本に於ける如く，資本が商業髙利貸し的

である國に於て特に甚だしい．商業髙利貸し資本とは資本制社会以前から既に存在する

所の前期的資本であり，その名の示す如く利潤を産業に於てではなく，商業に於ける利

鞘と髙利貸しに求めんとするものであり，本来的に反技術的なものである．資本制社会

は純粹には，商業髙利貸し資本をも含めて封建制社会の一切を打倒し，新に生成した産

業資本を基軸として発展するものである．産業資本こそ近代的な資本制的資本であり，

かの産業革命を呼び越し，歴史の進歩に寄与した所の資本である．しかるに多くの國に

於て，そして特に日本に於て，資本制社会は封建的社会の完全なる打倒によってではな

く，それとの卑怯な妥協に於て生じた．此の様な國に於ては産業資本は純粹な近代的産

業資本ではなく商業髙利貸し資本とのからみあい乃至それの変貌であり，そもそもの始

めから既に反技術的である．かかる商業髙利貸し的産業資本がそれなりに独占的形態に

進んで居る日本に於て現在資本家階級に反技術的意志が深刻なのは当然である． 

 日本に於て資本家階級の関心は，生産の増大にではなく，生産は現位置に停滞せしめ

ながら，或ひは縮小せしめながら，ひたすら低労賃による労働者の酷使と，生産物のブ

ローカー的乃至独占的販賣とによる巨大な利潤のかき集めに置いて居る． 

 此の事は現在我々が直面して居る資本家階級の所謂生産サボタージュに於ても明か

である． 

 或る技術者は考へるかも知れない．戦争中，技術は発展した．若し勝利が得られたな

ら技術は更にすばらしい発展を示したろうと．成程戦争中技術は狂気の如く発展したも

のの様に思はれる．しかし深く熟考して見よう．戦争は技術をいかなる方向に，いかな

る形で発展させたか．戦争は技術をして，再び生産には帰って来ない所の生産的，即ち

消耗的な武器の生産の方向に狂奔せしめた．技術は生産を拡大させるものではあるがそ

れは生産物が再び生産に帰って来て次の生産を拡大せしめるに必要な要素となる如き

拡大再生産の過程に於て始めて可能である．戦争はこの拡大再生産を停止した．戦争は

技術をして自分自身の身体を喰ひつぶす形に置いたのである．戦争末期に於ける技術の



『技術文化論叢』第 20 号(2017 年) 

47 
 

あの息もたえだえの姿を想起せよ．技術が武器を拡大的に生産すればする程，生産力は

貧困化し，技術は発展の條件を能力を失ったのである．戦争は技術の歪曲であり浪費で

あり否定である．しかもこの戦争はいかなる目的のもとに行はれたか．資本がその商業

高利貸し的乃至独占的支配権を拡めんがために．生産の発展による人民の幸福の進歩の

為にではなく寄生的ブローカー的独占的販賣の勢力圏を拡めんがために．唯技術の否定

の限りなき強化の為に．勝利とはかかる目的の実現なのだ． 

 技術の発展に對するかかる技術外的障碍に對して技術者は一体何を為すべきか．屈服

すべきか．技術とは生産に於ける客観的法則性の意識的積極的適用活動である．屈服は

当然「積極的」適用活動の放棄であり，技術者の自己自身に對する否定である．技術者

である事を誇りとする全技術者は，断乎，この障害と闘はねばならない． 

 いかなる方向へか． 

 障碍は工場所有者･資本家階級の反技術的意志である．何故に彼等の意志はかくも強

力に，技術に對して重圧するのか．彼等は工場の，即ちあらゆる生産手段の所有者だか

ら． 

 生産は社会的なものであり，全人民の死活に関するものであり，全人民の幸福の増進，

歴史の進歩に関するものである．しかるにこの社会的な生産に必要な物的手段即ち生産

手段が一握りの人々に所有され，為に生産はこの一握りの人々の利益の為に左右されて

居る． 

 彼等はいかなる權利によって生産手段を所有するのか．資本の權利によって． 

 資本とは何か． 

 勤勉なる努力による蓄積の表現か．断じて否．それは本源的蓄積と資本蓄積とを可能

ならしめた資本制社会の経済的法律的機構による一部の人々･資本家階級の全人民･労

働者農民からの収奪の表現である．ここに本源的蓄積とは封建制崩壊期･資本制建設期

に於て，一部の人々が全人民から土地及び生産手段を収奪し盗掠し，かくして資本家へ

の成長の基盤を築き，他方全人民は，それまで封建制社会に於て，成程封建領主に身分

的に隷属するとは云へ尚自ら所有して居た土地及び生産手段をいや應なしに収奪され

盗掠され，今や鳥の様に自由な労働者として，資本家に雇傭される事なしにはもはや生

きて行く事ができなくなった所の，即ち一方には資本家階級を一方には労働者階級を創

出し資本制社会を軌道に乗せた所の，資本の最初の残虐行為であり，資本蓄積とは資本

家が労働者より，彼が労働者に支払った労賃以上の價値即ち剰余價値を引き出し之を蓄

積する所の搾取行為，それなしには資本制社会が存在し得ない所の，從って資本制社会

の續く限り永久に絶えない所の，資本の連続的残虐行為である．資本は此の他に更に前

期的な寄生即ちブローカー的乃至髙利貸し的な詐欺的行為によっても膨張して居る．資

本は此の様にして誕生し成長したものである．そしてそれはかかる行為を合法的なりと

承認し，積極的に支持した所の資本制社会の経済的法律的機構によって育まれた．單な

る勤勉な努力だけで巨億の富が蓄積できるものではない．資本の蓄積が若し勤勉なる努

力の結果とすればそれは資本制社会の残虐な経済的法律的機構に對する抜け目なき勤

勉，全人民からの収奪．盗掠，搾取，詐欺に対する限りなき努力を意味するものである． 

 では，資本制社会とは永久に續くものであり，不可侵のものか． 

 否．資本制社会は歴史の発展の一段階であり，それは行き詰まれる封建制社会の打倒

に於て生じたものであり，その初期に於いては産業革命を通じて生産の偉大なる発展を

可能にし，歴史の進歩に寄与したのではあるが，それは封建制社会及びその前の奴隷制

社会と同じ様に矢張り階級社会であり，一階級（資本家階級）の他の階級（労働者･農

民･全人民の階級）に對する搾取に於て成立して居る社会であり，それの成熟は限りな

き矛盾と歴史の停滞をもたらす所の社会であり，そして最後に，被搾取･被圧迫階級た
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る労働者農民全人民がこの社会，資本制社会の打倒を叫び之までのすべての階級社会に

終止符を打って遂に無階級･無搾取の社会の建設に成功する所の，最後の階級社会であ

る． 

 資本制社会の打倒に於てもたらされる無階級･無搾取の社会，それは実際には完全に

社会化されて居りながら，唯その所有形態だけがあくまで一握りの人々･資本家階級の

独占的所有となって居る所の全生産手段，従って又全生産物を，労働者農民･全人民の

手に奪回し，それを全人民の共有となし，共営となし，名実共にそれの社会化を断行す

る社会，停滞しつつある生産を軌道に乗せ，拡大させ，歴史を進め，全人民の幸福を確

立する社会，即ち社会主義社会である． 

 資本制社会が存続する限り，遂にどうすることも出来ない所の，技術の発展に對する

かの障碍は社会主義社会の建設に於て始めて完全に消滅する． 

 資本家社会の打倒と社会主義社会の建設． 

 技術の発展の為に，歴史の進歩の為に集中さるべき全技術者の鬪争は正に此の方向へ

である． 

 今，日本に於て資本制社会の打倒と社会主義社会の建設は目覚めた全労働者･農民･

全人民によって鬪はわれて居る．技術者は彼等の戦線に合流し協力しなければならぬ． 

 全技術者が緊密な協働的組織体となり，全労働者農民と歩調を揃えて進軍する時，鬪

ひは勝利する． 

 「全労働者農民と，彼等の主体の下に，協力して鬪ふ．」之は世界の全進歩的技術者

の確固たる信條である． 

                       （二十一・四・一三 内山） 
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1990年代以降の日本の STSの展開 

―学会創設を中心に― 
 

The Development of Japanese STS since the 1990s 
 

中島研究室 

郭 涵宇 Hanyu GUO 

 

 

一．序論 

 1960 年代の欧米に誕生した学際分野である STS（科学技術社会論）は，この半世紀

の間で急速な発展をとげている．STS とは，“Science, Technology and Society” または

“Science and Technology Studies” の略で，日本語ではそれぞれ「科学技術と社会」，「科

学技術社会論」と表記される．いずれも，それ自体が社会的活動の一つである科学・技

術 (Science and Technology; ST) の営みや，ST と一般社会との関わりのなかで発生する

諸問題を扱うことを中心にしたものだが，前者のほうが一般社会とのかかわりをいっそ

う強調する表現になっている．本論文でも，前者の “Science, Technology and Society” と

いう広義概念を用いて日本の STS研究の展開を考察する． 

 日本では，1980 年代に伝統的な科学史・科学哲学といった研究分野が成熟し，戦前

からの「科学論」，「科学技術論」と総称される各種学問的営為を総合して STS 研究

への取り組みが始まった．1990 年代に STS NETWORK JAPAN と JASTS (科学・技術と

社会の会) が設立され，日本の STS研究者たちは，各種研究会活動，シンポジウムの開

催に取り組んだ．1998 年の「科学技術と社会に関する国際会議」の開催や，海外の学

会への数多くの研究者の参加など，日本の STS研究は着実に実績を積み重ねてきた． 

 その結果，STSへの関心を共有する人々の研究の研鑽・蓄積と，日本国内外の交流が

進んだことは言うまでもない．さらに 2000 年代に入ると，日本の STSは新たな発展機

会を迎えた．特に，科学技術社会論学会 (JSSTS) の設立は，本格的な学会組織の第一

歩であった．本論文では，1990年代の STS NETWORK JAPAN および 2000年代の JSSTS

を代表とする日本の STSの発展と現状を把握し，学会 (研究組織も含む) の創設を中心

に日本の STSの歴史的な展開と経験を明らかにする． 

 この十余年間，日本の STS研究者たちは，国際交流に対して大きな力を入れてきた．

本論文では，もともと海外から輸入された学問分野が，具体的にどのように日本の社会

文化と融合し，日本独自の特色を持ちつつ新たな発展を迎えたかについても考察してい

きたい．その一方で，1990 年代以降の日本の STS発展の経験が，今日の中国の STS発

展にどのような示唆を与えるかについても考察する．以上の研究内容に加えて，筆者の

日本での留学経験を交えて，日中間の STS 交流を促進させるための示唆を与えたい． 

 1990 年代の日本の STS 研究はまだ理論的な研究システムを形成していなかったが，

2000 年代に入ると，様々な研究機関と研究者たちはその方向に力を入れ，日本独自の

特色を持つ研究が増えていたことがわかる．さらにそれと同時に，1990 年代に創立さ

れた各研究グループと組織が，STS研究と教育の重要な役割を果たしていたことがわか

る． 

 先行研究に基づき，本論文では，1990年代以降の日本 STSの進展についての分析及

び総括を行い，特に STS NETWORK JAPAN と科学技術社会論学会 (JSSTS) を重要な

例として取り上げて研究を展開していく．また，1990 年代以降の日本の STS研究が，
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学会創設の側面から見てどのように進んでいるのかを明らかにすることもできるだろ

う．さらに，日本の STS教育·研究の現状と経験についての考察から，今日の中国の STS

の発展の一助となる研究を行う． 

 

 
 

二．1990 年代の STS 推進団体——STS NETWORK JAPAN を中心に 

 1990 年代にかけて，世界的にインターネットの普及や生殖医療技術の高度化等，将

来の社会を大きく変える科学技術の進歩が見られ，科学技術と社会との関わりは一層深

まった1．記憶に新しい大規模災害や世界規模の感染症の発生，気候変動などの地球規

模の問題の顕在化，社会の安全が脅かされる出来事，食品の安全性や食品情報の取扱い

に関する問題など，国際レベルから身近な生活のレベルまで，科学技術が良くも悪くも

人々の生活に密接に関わるようになってきた．倫理的・法的・社会的な課題やリスクへ

の対処など，科学技術をどのように管理するかは，人々の人生観や社会の在り方にも関

わる問題である．このように科学技術と社会との関係が深化していく中で，科学技術の

振興を推進するためには，社会との関係の在り方の再検討が不可欠である． 

 STS NETWORK JAPAN は 1990年代における日本の代表的な STS研究推進団体とし

て，日本のSTSの発展に重要な役割を果たしてきた．1990年代のSTS NETWORK JAPAN

                                                   
1 文部科学省, 平成 23年版科学技術白書：「科学技術と社会との関係深化」
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa201101/detail/1311127.htm 
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の年報である『STS NETWORK JAPAN YEAR BOOK』(1990-2000) の記事からみると，

STSの教育と，その概念 (STS観) の普及が非常に重視されていたことがわかる．また，

STS NETWORK JAPANはシンポジウムの主催のほか，11 回の研究発表会や夏の学校な

どの STS研究の促進活動を主催·協力し，幅広い分野で STSに関する論議を行い，着実

に様々な実績を積み重ねてきた． 

 さらに，STS NETWORK JAPAN を代表とする 1990 年代の日本の STS研究は，1995

年を境として，前半と後半にそれぞれの特徴を見ることもできる (図 1)．1990 年代前

半の研究では STS の教育と，その概念 (STS 観) の普及が重視されていたのに対して，

1995 年以降の研究では，科学技術の政策的側面，または科学コミュニケーションや科

学の一般市民への普及という側面での研究の増加が目覚しいことがわかる． 

 1998年の STS国際会議から 2年半後の 2001年 10 月に，STS NETWORK JAPAN とは

独立に日本の科学技術社会論学会 (JSSTS) が設立された．STS NETWORK JAPAN は学

会化せずに，あくまで STSの推進団体として独立に存続することとなった．学会をつ

くることと STS NETWORK JAPAN を残すことは，戦略的なことであったと初代代表の

中島秀人氏 (現・東京工業大学教授) は述べている2． 

 

三．科学技術社会論学会 (JSSTS) 

 本章では，日本の STS が学会化したことによる，代表的な成果である科学技術社会

論学会の創設について論じた．具体的には科学技術社会論学会の年次研究大会の内容と，

学会誌『科学技術社会論研究』という二つの側面から，学会化の成果を明らかにした． 

 年次研究大会の面では，特に 2010年の国際 4S学会との合同大会に注目した．日本と

中国の両サイドの資料に基づき，当時の状況をより明らかにした上で，その会議で現れ

る STS 研究における重要な傾向と特徴を次のように指摘した．それは：①科学技術政

策に関する研究および STS 研究の方法論などが重視された点；②学際分野としての特

徴がより著しくなった点；③科学技術とイノベーションを組み合わせた傾向が顕著にな

った点；④STS研究のアプローチの多様化；⑤東アジアの問題に関する研究の増加だと

考えられる． 

 他方，学会誌である『科学技術社会論研究』については，主に今まで出版された 12

号の特集テーマに基づき，第二章と同じ方法でそれらの論文を分類した．その上で，今

日の日本の STS 研究の特徴と現状について述べた．さらに，『科学技術社会論研究』

と『STS NETWORK JAPAN Yearbook』の同じ分野での記事の数を比較することにより 

(図 2)，STS教育と STSの分野·定義などをテーマとする論文の数が大幅に減少したこと

を指摘した．その一方で，科学技術倫理，環境エネルギーに関する問題 (特に 3.11後の

原発問題など)，科学コミュニケーション，および科学と社会研究をテーマとする論文

の数の上昇が著しいことを明らかにした．また，フェミニズムや女性と科学などに関す

る論文が増加傾向になっているという変化が存在することもわかった． 

                                                   
2 江間有沙, 20周年企画：STS Network Japanの 20年 初代代表中島秀人氏インタビューより,  

STS NETWORK JAPAN NEWSLETTER Vol.20 (1), 6-9. 

 “ただＮＪそのものが学会化してしまうと体制化してしまって，科学批判や，はちゃめちゃ

な意見というのが出にくくなっちゃう．そうすると，だんだんとつまらなくなってくる．

みんなが与党になっちゃうと，その学問は死んでしまう．だからこそ意図的に，野党とし

てのＮＪを守っていくべきだと思った．ＮＪには根本に批判的精神があるんです．” ――中

島秀人． 
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 その原因は，STS 自身の発展と国家の政策双方から影響を受けているためだと考えら

れる．特に，国家の法律‧政策の成立や現・科学技術振興機構 (JST) を代表とする政府

のファンドから STSへの支援が，STSの発展にとって不可欠であったことがわかった． 

 また，2010 年の国際 4S学会との合同会議の成果からみると，科学技術社会論学会を

代表とする日本の 2000年代の STS研究は，人材面において従来の科学史·技術史や科学

技術論の研究からの影響を強く受けている．しかしながら，政策面および国際的な影響

も少なからず受けており，無視することはできない．結果として STSの学際分野とし

ての特徴は著しくなり，研究のアプローチも多様化することで，日本の STS研究は国

際交流の面から見ても，順調に成長していることがわかった． 

 

 
 

 

四．結論 

 1990年代以降日本の STS研究の展開には，二つの大きな特徴がみられる．一つは STS

研究の発展に伴い，その研究アプローチがより多様になり，研究分野も 1990 年代以前

と比べると広くなっている点，例えば科学技術政策や科学コミュニケーションや科学の

公共性などの研究が増えている．その原因として，STS自身の発展と国家の政策双方か

ら影響 (例えば「科学技術基本法」の成立や JSTのファンドなど) を受けていることが

あげられる．もう一つの特徴は，日本の STS研究が国内の諸問題に注目すると同時に，
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積極的に国際交流を図っていることである．本論で言及した 1998年の国際会議と 2010

年の国際 4S合同会議はこの特徴を証明している． 

 しかし上記のような一つ目の特徴について，国家政策からの影響が STS自身の発展

にとって良いことなのか悪いことなのか，未だ争論が続いている．日本の STS研究が

行政からの財政支援を受けるために，独立思考や社会への批判機能を失う恐れがある3

という指摘も，日本の STS研究者たちの中にある． 

 科学技術社会論は，もともと科学や技術を社会的なプロセスとして研究する研究分野

である．したがって，科学技術社会論には歴史的，哲学的，倫理学的，社会学的，人類

学的，政治学的，経済学的などの様々なアプローチがありうる．つまり，様々な研究ア

プローチや学問分野から独立せずに，相互の関連の中で議論することが求められる．さ

らに，科学史・科学哲学の伝統と科学技術社会論の方法論を融合し，科学技術の基礎を

十分理解し，その歴史，哲学的側面，社会における役割を考えることこそ，今の時代の

STS研究に求められる姿勢である．1990年代以降の日本の STS研究は，このような姿

勢を十分に尊重し，日本国内の諸問題に注目すると同時に，積極的に国際交流を図るこ

とによって，今日に至る着実的な成果を得ることができたのであろう． 

 今日から見れば，もともと海外から輸入された学問分野であった STS 研究が日本の

社会文化に緊密に融合できたのは，上述の二つの特徴のうち，特に二つ目，すなわち日

本の STS 研究が独自の特色を持ちつつ国際交流も十分に重視することができたからで

ある．これは今日の中国の STS の発展のために活用できる日本貴重な経験であると考

えられる． 

 本論文では 1990 年代以降日本の STSの発展を学会創設の方面から論述したが，まだ

言及の足りない点が多数存在する．その中で私の一番の関心は，東アジア特に日中両国

の間の STS交流にある．今後の研究では日中の STS交流および協力について，より詳

しく綿密な調査を行い，両国の STS研究者たちが今後できることは何か明らかにして

いきたい． 

 

                                                   
3 中島秀人,「わが国 STSの四半世紀を回顧する 科学技術社会論はいかにして批判的機能

を回復するか」科学技術社会論学会編『科学技術社会論研究』第 12号, 玉川大学出版部, 2016

年 5月, 201-212頁.  
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The Development of Japanese STS since the 1990s 
 

Hanyu GUO 

 

STS is the abbreviation for “Science, Technology and Society.” As a growing area of 

research and education, aiming at scrutinizing a variety of social issues associated with modern 

science and technology, it emerged from the confluence of a variety of disciplines and subfields. 

The key disciplinary components of STS took shape independently, beginning in the 1960s, and 

developed in isolation from each other well into the 1980s. STS Network Japan was established 

in 1990 and the Japanese Society for Science and Technology Studies (JSSTS) followed in 

2001.  

This thesis gives a point of view to the development of Japanese STS since the 1990s. It is 

constituted by four chapters. The first chapter sets the purpose and methods of this study, 

including the introduction of literature reviews. Chapters II and III, the main part of this thesis, 

focus on the development of STS Network Japan in the 1990s and JSSTS in the 2000s. The 

final chapter summarizes the experience of Japanese STS and considers its implication for 

today’s Chinese STS. 

STS Network Japan is an intercommunication body for the people interested in the STS 

issues. Since its launch in March 1990, it has been providing opportunities for interactions and 

discussions among people of diverse interests and backgrounds. As an organization, STS 

Network Japan has been offering a variety of activities, such as general meetings, research 

presentations, symposiums and summer schools. Also, it provides its members with its own 

publications: Newsletter and the Annual Yearbook, both of which are full of intriguing 

STS-related information.  

In October 2001, the Japanese Society for Science and Technology Studies (JSSTS) was 

established with the aim of providing a forum for genuine cross-disciplinary, critical, and 

constructive academic study of questions related to science, technology, and society. This 

society hosts the annual meetings for Japanese STSers every year since 2002. In 2010, the 

Society for Social Studies of Science Annual Meeting held jointly with the JSSTS. The JSSTS 

has its own publication, the Journal of Science and Technology Studies. It is published almost 

every year, introducing recent research and hot topics of STS.  

By analyzing the STS Network Japan’s Annual Yearbooks, the Journal of Science and 

Technology Studies and other literature, this thesis emphasizes that there are mainly two notable 

features of Japanese STS since the 1990s. One is the diversification of approaches to STS 

studies, which is the result of the development of STS and the influence of national policy. The 

other is that the international cooperation and exchanges are becoming more valuable than 

before. Japanese STSers now pay attention not only to STS issues in Japan, but they also try 

communicate them to an increasing international audience in order to make their own voices 

heard. I argue that the Japanese experiences is a valuable reference for China. 
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特集: 梶雅範先生の思い出 
 

Special: In Memory of Professor Masanori KAJI 
 

 

 東京工業大学技術構造分析講座を支えてきた梶雅範教授(1956-2016 年)が，闘病の末，

2016 年 7 月 18 日に永眠致しました．梶先生から指導を受けた学生を中心とする有志た

ちが，梶先生を偲んで，それぞれの梶先生への思いをよせました． 

 

技術文化論叢編集委員会 

 

 

 

重松 真由美 Mayumi SHIGEMATSU 

2000-2003 年, 梶研究室所属 

 

 梶研には学部 4 年から修士 2 年までの 3 年間在籍し，卒業論文と修士論文の指導を受

けた．東大の博士課程に進学した後も，ゼミに参加させていただいたり，学会や研究会

でお会いする度に色々とアドバイスをいただいたりした． 

 梶先生は，フットワークが軽く，好奇心旺盛で何事にも貪欲に取り組まれていた先生

であったと思う．ご自身の学生時代の体験談を伺う機会も多く，関心のあるものにはと

にかく足を伸ばし，アンテナを広げていらっしゃることがよくわかった．耳学問を大事

にされており，研究に直接関係しないものでも積極的に参加するよう指導を受けた．先

生の紹介で様々な研究会や講演会に参加する機会を得ることができ，そこで得られたも

のは仕事をする上での財産となっている． 

 私が在籍していた頃の梶研ゼミは人数が少なく，かなり密な指導を受けることができ

た．とにかく，先生の問いが鋭く，ゼミ中に何度も答えに窮していたことは今でも苦い

思い出として残っている．研究に具体的にとりかかるのが遅かった私の指導にはずいぶ

ん手を焼いていたのだろうと思う．あらゆる面（時間の使い方や語学の勉強については

特に）において粘り強く指導していただいた． 

 梶先生とのやりとりの中で印象深く残っていることは，締め切り直前になってようや

く形になってきた修士論文の草稿を読んでいただいたときのことである．先生が海外出

張から戻ってきたその足で東工大近くの居酒屋へ行き，食事をしながら修論の指導を受

けていたのだが（入試で大学に入構できなかったのだと記憶している），この時，先生

がふと「おもしろい」と呟いていて，ふいに評価していただけたことが，とても嬉しく

励みになった．のちに，国際学会で同じセッションでご一緒する機会にも恵まれた．そ

のセッションで先生はイタイイタイ病における科学者の役割について発表されていた

が，私が研究の対象としてきた川崎をはじめとした住民による大気汚染測定運動の事例

と関連させて，先生と議論を交わすことができたのかもしれないと思うと，残念でなら

ない． 

 今にして思えば，先生とのやりとり一つ一つに，研究とはどうあるべきか，研究者と

してどうあるべきかを捉えるためのヒントが詰まっていたわけだが，私にはそれを受け

取りきれないまま，思うように研究を進めることができないでいた．2 年ほど前に相談

に伺ったとき，とにかく論文を書くよう促されていたのだが，それが梶先生からの最期

の言葉になってしまった．先生が体調を悪くしていることも耳にしていたが，こんなに
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も早く別れの時が来るとは思っておらず，いつでも指導を受けることができると思って

しまった自分が情けない．梶先生には，何かと励ましてくださったことへの感謝しかな

い．この感謝には，研究を形にしていくことで必ず応えていきたいと思う． 

 

 

古林 祐佳 Yuka FURUBAYASHI 

2002-2004 年, 梶研究室所属 

 

 梶先生に初めてお会いしたのは 2001 年だと思います．高校のクリスマス礼拝にいら

した村上陽一郎先生のお話をきっかけに，科学史という学問の存在を知った私は，その

後，大学の応用化学科に進学してからも，いつか化学の歴史を学びたいという思いがつ

のり，ついに，博士後期課程を中退して梶先生を訪ねました．勝手に，いかつい梶先生

像を作り上げていた私の目の前に現れた梶先生は，拍子抜けするほど若々しく気さく

で，ソフトな佇まい．穏やかで静かな話し方．それまで私が接してきた工学部系の先生

たちとは異なる，楚々とした爽やかな雰囲気に驚くばかりでした．初めてお会いした時

に，どんな話をしたのか思い出せませんが，その後，2002 年春からの 2 年間の修士課

程を，梶先生の下で過ごすことができたのは幸運なことでした． 

 工学部のシステマティックな徒弟制度とは 180 度異なる，自由裁量の世界でどう歩み

を進めたものかとまどいながらも，サイエンスコミュニケーションを学びたいと日本科

学未来館で展示解説員をしてみたり，科学ジャーナリスト塾に参加してみたり，百年記

念館の特別展示準備に参加させていただいたりと，2 年間という限られた時間を目いっ

ぱい楽しみましたが，その間，修士論文テーマだった日本の高分子化学史に関する研究

の方はさっぱりでしたので，今思うと，さぞかし梶先生は心配されたのでは，と申し訳

ない気持ちでいっぱいです．当時の梶研究室には，岡田大士さん，重松真由美さんと私

が所属しておりましたが，毎週のゼミはごくアットホームな雰囲気の中，梶先生らしい

きめ細やかな配慮の行き届いた指導を受けることができました．研究室メンバーそれぞ

れの研究の進捗状況の報告のみならず，洋書の翻訳練習では，洋書の音読まで披露しな

くてはいけずに冷や汗をかいたこと，日本語のイントネーションまで直されたことな

ど，まざまざと思い起こされます．研究のみならず，たとえば，展示解説員の仕事の悩

みなどを話すと，具体的にこんな風にしたらよいのではないか，とアドバイスをしてく

ださったりもしました．とにかく，どんな些細な悩みであっても真摯に向き合ってくだ

さる，そんな先生でした． 

 今思えば，どうしてそんな環境から飛び出して，会社勤めをしてみたいと思ったのか，

自分自身を問いただしたい気持ちでいっぱいですが，当時は散々悩んで就職を決めまし

た．その際，梶先生は，決めた事は後から後悔しないことが大切，と仰られたように記

憶しています．すぐに後悔するに違いない，と心配されていたからかもしれません． 

自分で決めたのだから後悔してはいけない，と言い聞かせながら，いずれ，また梶先生

の下に戻りたいと甘い夢を描きながら過ごしてきました．たまたま，梶先生のお住まい

の目と鼻の先に住んでいたこともあり，いつでもお会いできる，と思っていたこともあ

ります．実際，就職してからも，定期的に梶先生は私に声をかけて下さり，中途半端だ

った修士論文を論文としてまとめようと，辛抱強く待ち続けてくださいました．実際に

先生のお住まいの近くの綱島で定期的に指導を受けさせていただいた時期もありまし

たが，未就学児童のいる共働き生活は想像以上の慌ただしさで，あっという間に時ばか

り過ぎてしまい，先生との約束は果たせぬままに終わりました．どうして，もう少し早

く，化学史の世界に戻る決断をしなかったのだろう，先生に連絡をしなかったのだろう，
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と後悔先に立たず，です．今は，どうしたらよいのか分かりませんが，いずれ梶先生と

の約束を果たすべく行動に移したいと思っています． 

 何だか，梶先生との思い出，というよりは，梶先生への言い訳，になってしまいまし

た．「忙しい人ほど時間を作り出すのはうまい」ものだと諭されたことも，忘れてはい

ませんが，やっぱり最後まで言い訳ばかり，と思っていらっしゃるだろうな，と思いま

す．先生にもう一度お会いしたいです． 

 

 

栗原岳史 Takeshi KURIHARA 

2010-2011 年, 梶研究室所属 

 

 学部と修士で物理学(素粒子実験)を専攻していましたが，何か物足りなさを感じてい

たとき，科学史という，なんだか面白そうな分野の学問の存在に気づいて，東工大の技

術構造分析講座に目をつけたのは，1990 年代末頃でした．大学院への入学について相

談をしに東工大を訪問した時，初めて梶先生にお会いしました．そのとき，火ゼミへの

参加も誘われました．東工大には，火ゼミというものがあるらしいということは，大沼

正則先生の著作などを通して知っていたので，あの火ゼミに参加できるのか，と嬉しか

ったことを覚えています． 

 大学院では山崎正勝先生のご指導を受けていましたが，大学院の授業や論文の発表会

では，梶先生からいつも丁寧に助言をいただきました．梶先生はいつも事前に原稿をき

ちんと読み込まれており，気づいていなかったあやふやな個所を見逃さずに指摘される

だけでなく，面白いと思われた箇所を褒めてくれました．その後，梶先生には博士論文

の審査と指導をお願いすることになったのですが，論文が忙しい時にも授業に出るよう

に叱咤されました．それどころではないのに．．．と思いながらも授業に出ていました．

なんとか論文を仕上げて，その後，自分も学生の側から科学史の教員として教壇に立つ

側になったときに参考になったのが，自分の博士論文ではなく，そのとき出ていた授業

です．特に，学生には必ずコメントを書かせ，そのコメントに丁寧に答えるという梶先

生のスタイルは，今の私のモデルになっています．学生一人一人にきちんと向き合うこ

とが講義を受ける学生のやる気と意欲を引き出すことになるということを，指導を受け

る学生としても，指導する教員としても，梶先生から教えてもらいました．とはいえ，

学生の疑問や質問に梶先生のレベルで答えるに至っていないのが，現在の悩みです． 

 梶先生の学問に対する真摯な姿勢が特に現れていたのは，東工大で開催されている火

ゼミでした．火ゼミには様々な分野の研究発表があり，関心を持てる分野も多いのです

が，正直に申して，私にはあまり興味のない分野もあります．しかし梶先生は，どんな

分野のどんな発表であっても強く関心を持たれ，積極的に，というよりむしろ貪欲に，

次々と相手を質問攻めにしていました．そして，わからないことがあると，わからない

から教えて欲しいとすぐに相手に聞く謙虚な姿勢もありました．梶先生の幅の広い知識

と教養は，このような貪欲な好奇心と謙虚な姿勢から生まれるのだと，火ゼミを通して

実感しました．これが学問に対する真摯な姿勢というものなのだ，私も見習わねば，と

常々思っていました．とはいえ，思うのは簡単なのですが，これがなかなか難しく，忙

しさを言い訳にしてしまっています．今後も科学史を学ぶ者たちの交流の場として火ゼ

ミを続けていくことは，梶先生の意思を継ぐことでもあると思っています．梶先生が大

切にされていた火ゼミが続くことを願っています． 

 梶先生は海外からも高く評価されていたと聞いています．私も印象的だったことがあ

ります．2007 年にアメリカで東アジアの科学史に関する研究会があったとき，梶先生



梶雅範先生の思い出 

62 
 

の発表の番になると，それまでよそ見をしたり，おしゃべりをしたりしていた米国の先

生方の雰囲気が一変し，メモを取りながら真剣に聞き入っていたことをよく覚えていま

す．そのとき，一目置かれる存在なのだな，と改めて実感しました．それだけに，病に

倒れたことが残念でなりません． 

 亡くなる 1 月くらい前でも，海外出張をされたり，研究会や学会に参加されたりして

いました．そのころになると体力の衰弱が著しくなり，見ていて心配ではありましたが，

頭脳は明晰で，最後まで研究者であり，教員でありつづけていました． 

 梶先生は，学問の道を志すものとして目標とするモデルを示してくれました．梶先生，

ありがとうございました． 

 

 

益田すみ子 Sumiko MASUDA 

2011-2016 年, 梶研究室所属 

 

 梶雅範先生の，「中学生の頃，化学と歴史と英語が大好きでした」とおっしゃった言

葉が忘れられない．これら 3 つの教科を，その後も大切にそれぞれを先生の中で発展さ

せ，今日の先生がいらっしゃることが良くわかる言葉だった． 

 先生の蔵書への思いは，ことのほか強く，ご自宅の改修で書庫を新設されたことを，

ゼミでも何度か話題にされ，大変喜んでいらした．私が研究テーマにしている木村駿吉

(1866-1937)が，その晩年には，外国から洋書を取り寄せ，読書三昧の日々を送ったこと

を話した時には，先生は御自分もそんな晩年が理想ですとおっしゃっていらした． 

 2015 年 11 月の抄読会の報告が，私にとって先生との最後の抄読会になった．明治期

のスコットランド人お雇い技術者 T. J. Waters (1842-98) に関する論文を取り上げた※．

梶先生はこの論文に非常に興味を持って下さった．数日後の梶研ゼミでも，突然「この

前の抄読会のレジメを持って来て下さい」と言われ，再びこの論文を題材にした．抄読

会の折の読み込みが足りなかったと反省しながらも，同じ論文に 2 度つきあわされるゼ

ミのメンバーには申し訳ないような気持ちであった．まず梶先生らしく，Waters をなぜ

日本でウォートレスと発音するのかこだわられた．また，Waters が関わった横浜の浮き

ドックの建設の話題では，浮きドックがどのような仕組みのものか，またここで使われ

た排水ポンプはどんなものだったのか，など先生の細部にまで及ぶ好奇心は尽きること

がなかった．その後先生が，論文の著者が同じテーマで執筆した本を買ってしまいまし

たとおっしゃった時には，先生の蔵書はこうして出来上がっていくのかと納得できた．

梶先生の蔵書は，先生が持たれた様々な関心の証であり，それは先生の人生をそのまま

表現していると言えるのだろう． 

 私は，50 代半ばを過ぎて，長い教職生活に終止符を打ち，その後 60 の手習いで新し

く学問の世界へ飛び込み，2011 年 4 月からは，修士の学生として梶研のメンバーに加

えて頂くことになった．浦島太郎のような学生生活を始めたのだが，梶先生は他の学生

たちと全く同じように淡々と接して下さった．それは，毎日を手探りで過ごしている者

にとって大変ありがたかった． 

 亡くなる時まで，梶先生として確実に生きられた，その揺るぎなさこそ梶先生の生涯

だったと思う．大変お世話になりながら何の成果も出せずに，梶先生とお別れすること

                                                      
※ Meg Vivers, “The Role of British Agents and Engineers in the Early Westernization of Japan with 

a Focus on the Robinson and Waters Brothers,” Int. J. for the History of Eng. &Tech., Vol.85, No.1, 

2015, 115-139. 
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になってしまい残念であり，また先生には申し訳ない気持ちばかりだが，先生との出会

いは，私にとって再び学生生活を送ったからこそ得られた宝物だと感謝している． 

 

 

文 恒 Wen Heng 

2011-2016 年, 梶研究室所属 

 

 私にとって，東工大に来るまでは先生というのはやや怖い存在でした．大体の授業が

大人数で行われていて，教員から講義を聞くだけで，話す相手として個人的な交流があ

まりなかったせいなのかもしれません．梶先生の場合はその逆で，個人的なやり取りか

ら始まりました．入試で希望の指導教員として初めて梶先生に連絡したのは 2010 年 11

月で，日本に来たのが 2011 年 9 月だったので，最初の 10 ヶ月間は梶先生と直接には会

わずに，ずっと英語でメールを通じて連絡していました．新年の時に挨拶のメールを送

ったら，先生からの返事に東工大の名所である富士見坂の橋で撮った冠雪の富士山が見

える写真が添付されていました．学生との付き合いとはいえ，適当にすることなく，き

ちんと考えていたと感激しました．ということで，わりに最初からそれまでの私の先生

像と違って，梶先生についてはそういう怖い印象を全く持っていませんでした． 

 日本に来て実際に先生にお会いしたら，その印象の正しさがどんどんはっきりとして

きました．先生と直接お会いしたのは東京に着いた翌日で，まず蔵前会館にある精養軒

でお昼をご馳走してくれて，その後は百年記念館にある東工大博物館を案内してくれま

した．これは梶先生が客を招待する定番コースのようなものであることが後でわかった

が，一学生ながらこのような待遇を受けたことをあらためて振り返り少し恐縮しました．

留学生だからか，このような日本人学生にあまりない経験が他にもありました．卒業生

をご自宅に招待するのは梶先生の流儀だったが，私が修士号を取った時も例に漏れずご

好意に甘えさせていただきました．いつものスーツと違って，元素周期表柄の T シャツ

を着ていたその時の梶先生のお姿を今でも鮮明に覚えています．実は、ご自宅にお邪魔

したのはその時が二回目で，その前に日本に来て半年が経った時に，まず外国人として

一回お招きいただきました．とりわけ最初の一年間は梶先生にとって私は外国人のイメ

ージが強かったらしく，あじさいの見頃の時期にも，鎌倉まで案内してくれました． 

 おそらく，その時に先生が私を強く外国人として意識してくれたのは，私がまだ日本

語をうまく話せなくて，主に英語で先生と交流していたからだと思います．日本語の勉

強に関しては，東工大では留学生向けの日本語の授業があるので，梶先生に直接に教わ

っていなかったものの，会話やメールなどのやり取りを通してくれた梶先生の励ましや

助言が日本語の授業に劣らないほど勉強になりました．そのおかげで私の日本語は短い

間にかなり上達したが，代わりに梶先生がずっと昔から始めていた中国語の勉強にあま

り役立っていなかった気がします．最初の一年間は先生がよくメールで本文の後ろに中

国語の訳を付けて，私がそれを訂正することを期待していたかもしれないが，おそらく

私にそのような才能がないことに気付いたのか，その試みを止めました．このように比

べてみたら，梶先生の教え方の上手さをあらためて認識しました． 

 その教え方を含めて，梶先生との付き合いは個人的なものが多かったが，ずっと先生

という存在を怖がってきた私が特に上下関係などを感じなかったことは，何よりも梶先

生の先生として，そして個人としての魅力を語っているでしょう．その魅力に多くの学

べる事があって，これからも時に思い出しながら生きていきたいと思います． 
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工藤璃輝 Riki KUDO 

2011-2016 年，梶研究室所属 

 

 東工大の物理学科で「他の人よりも少しだけ長い四年生」をしているとき，せっかく

だからとたくさんの文系科目の講義に出席しました．その中で物理学から科学史への転

向を考えるようになっていき，そこで東工大にいる「梶雅範」という科学史の先生の講

義を受講することにしました．梶先生の担当の講義はいくつかありましたが，残念なが

ら科学史の講義は時間割が合わなかったため出席できず，代わりに「科学者とは何か」

という授業に出席しました．今思えば，ずいぶん変わった受講生だったように思います．

例えば「博物館見学課題」という，博物館に行きその展示を評価するというレポート課

題では，「某博物館に行ったが全く面白くなかったし，それどころか人に誤解を与える

ものだった」という主旨のレポートを書いたと記憶しています．こんな調子だったにも

かかわらず単位を出して下さった梶先生の懐の広さには驚かされました．梶研究室に所

属するようになってから分かったことですが，梶先生は批判的な意見や自分と異なる意

見を喜んで聞くかただったので，もしかしたら自分の「変な」レポートも面白がって読

んでくれたのかもしれません． 

 四年生のときに取った他の文系科目に，エスペラントの講義があります．なんとそこ

に梶先生がいらっしゃり，学生達と一緒に勉強なさったことが何度かありました．梶先

生はその時点ですでに簡単な自己紹介をエスペラントで話していたように記憶してい

ます．梶先生は「『第二外国語』に期待すること」という文章で，エスペラントを，学

ぶべき「第三外国語」の候補として第一に挙げるなど，その可能性に期待されていまし

た1．私はエスペラントとは距離をとるようにしてしまったので，梶先生は残念に思う

かもしれません． 

 このような縁もあって，2011 年 10 月から梶先生の研究室にお邪魔させていただく事

になりました．修士課程に入って最初に梶先生に言われたのは，近代ヨーロッパの科学

史をやるならば少なくとも英語，ドイツ語，フランス語，ラテン語は勉強しなくてはい

けないということでした．（できればロシア語も．）梶先生自身が外国語を非常に熱心に

勉強されているのを知っていたので，自分も見習わなくてはならないと思い，自分なり

に頑張って勉強しました．英語については昔からずっと苦手意識があり，いや，苦手意

識を言い訳にして勉強しないでいました．そのせいで梶先生には大変なご心配をおかけ

しました．梶先生から何度か英語の文献講読の指導を受けましたが，自分の支離滅裂な

英訳にも怒らず，根気強く指導して下さいました．結局，修士論文を書くのにニュート

ンとマクローリンの英語の文献を読まなくてはならず非常に苦労し，梶先生の仰った通

りもっと早くからきちんと英語を勉強していれば良かったと後悔することになりまし

た．今では英語も含めどの言語も楽しく学べるようになりましたが，これは梶先生が語

学を丹念に勉強するようにと指導してくださったおかげです． 

 色々とトラブルはありましたが，修士課程を終えて博士課程に進学することができま

した．修士論文が終わってからというもの，このままマクローリンの研究を続けるかど

うかを思い悩んでいました．そのことについて梶先生に相談したところ，「マクローリ

ン研究を『一時中断』2するにせよ，今分かっていることを全部書いてしまわないと気

                                                      
1 梶雅範「『第二外国語』に期待すること」『Newsletter』（東京工業大学外国語研究教育セン

ター），2010 年，5-6 頁． 
2 「やめる」とは言わずに「中断」としなさいと注意されました．「やめる」と言ってしま

うと，もしも気が変わって再び取り組みたくなったときに，復帰できなくなるからとのこ
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持ちを切り替えられませんよ．だから紀要に論文を書いて下さい」と言われました3．

この助言は効果覿面で，論文を書いた後，マクローリンをすっぱりと「一時中断」でき

ました．また，新しいテーマとして選んだ「科学と音楽」という題材について梶先生は，

「とても面白そうだけど博士課程でその研究は完成させられるんですか」と心配されて

いました．梶先生に研究成果をお見せできなかったのが悔やまれます． 

 2016 年 7 月に，梶先生は転倒されたのをきっかけに入院されました．7 月 19 日に講

座の学生達でお見舞いに行く予定でしたが，まさか 18 日に亡くなってしまうとは思っ

てもいなかったです．お見舞いの日程をもっと早くに設定していればと残念でなりませ

ん．こう振り返ってみると，私は梶先生にいつもご迷惑，ご心配ばかりをかけてきたよ

うに思います．大変申し訳なく，ふがいない気持ちでいっぱいです．多くの事を教えて

下さった梶先生のご尽力を無駄にしないためにも，必ずや博士論文を完成させて梶先生

に捧げます．どうか気長に待っていて下さい．（でもなるべく急ぎます．） 
 

 

和田正法 Masanori Wada 

2008-2013 年 梶研究室所属 

 

 はじめに 私が知る梶雅範先生は，東京工業大学での教育を通してでしたので，ここ

では，先生の人柄を表すものとして，私が見た梶先生の学部生への科学史教育について

書き残させてもらうことで，梶先生を偲びたいと思います． 

 私は，2008 年 4 月から東工大の博士後期課程に入り，2013 年 3 月に博士号を取得す

るまで，直接梶先生の指導を受けました．私が大学院生として受けたいわゆる正課の教

育は，大学院の授業と梶研ゼミということになりますが，ほかにも，抄読会（外国文献

の紹介）や火曜日ゼミといった場で，梶先生の指導を受けることがありました．私はさ

らに，東工大で提供されている科学史関連の授業をすべて聴講するよう，入学直後に先

生に命じられ，梶先生の授業を中心にしてかなりの数の授業を聴講し，初年度は多忙な

日々を過ごしました．のちにティーチングアシスタント（ＴＡ）として，梶先生の授業

を担当した際にも，授業を聴講しました．ＴＡは基本的に印刷物の配布や出席管理とい

った作業を行うのですが，将来大学で教員になることを目指す院生に対する教育という

側面もあります．これが現在役に立っています．科学史そのものの内容のほかに，梶先

生が教育にかける姿勢から学ぶことが多くありました． 

 さて，ここでは私の手元にある梶先生が作成された資料から，Ｑ＆Ａと，レポート課

題の二つの話題について取り上げてみたいと思います．ここで示す内容は，私がそうし

た授業を受講することで得たものであり，梶先生はこれらを公開することを意図してい

なかったと思いますが，もう許可を得ることはできませんので，先生の教育方針を示す

ための話題として差支えなさそうな範囲で引用させていただくことにします． 

 Ｑ＆Ａの配布 『化学史研究』（第 157 号，2016 年）でも簡単に触れましたが，梶先

生が継続していたことに，授業で得た学生の感想を元にＱ＆Ａを作成し，翌週の授業で

配布するということがありました．この作業を毎週，すべての授業について行うこと自

体が，梶先生の几帳面な性格をよく表しています．Ｑ＆Ａの元になる授業の感想は，出

席票の代わりにしていたもので，B5 サイズの用紙を 4 分割した紙を配布し，授業につ

                                                                                                                                                           

とです． 
3 よくよく考えてみると，このときは梶先生にうまく乗せられたのかもしれません．なには

ともあれ，論文が一本書けて良かったです． 
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いて，感想・意見・疑問・質問などを自由に書くように指示されていました．この際，

「良かった」，「面白かった」，「つまらなかった」という感想のみでは，出席としてカウ

ントしないということを度々強調していました．梶先生が取り上げるのは，毎回 20 個

程度の質問やコメントで，回答は，B5 の用紙で 2～3 ページに渡っていました（B4 の

用紙で配布）． 

 それらの回答のなかから，いくつか面白いものを取り上げてみましょう．歴史は役に

立つように思えない，何に役に立つのかという学生からの質問があります．梶先生は回

答で，二つの視点を提供しています．一つ目に，教養は長期的には役に立つ．理工系で

の最新の知識の賞味期限は 5 年といわれているが，文系や理工系の基礎的な教養はもっ

と長く通用する．ニュートン力学はまだ通用する．シェークスピアも現在でも人々に感

動を与える．古代ギリシアの喜劇・悲劇，プラトンの哲学やアリストテレスの論理学は

二千年以上生きている．二つ目に，歴史を含め，人文系の知識は，文化の多様性を教え

てくれる．みなさんは日本社会の常識の中で生活しているが，その常識が通用しない社

会や時代があることを手軽に知ることができる――こうした主旨のことを述べていま

す．理工系の大学で教養科目を教えるにあたって，感想にはこうした質問・愚痴がたび

たび書かれていたのでしょう．回答を配った週であったか覚えていませんが，梶先生は，

講義に先立ってこの話に触れられていたことがありました． 

 梶先生に対する個人的な質問もあり，それにも気前よく答えられています．先生は学

生時代にどんな部活やアルバイトをしていたのかという問いに，次のようにあります．

学部時代は，主に家庭教師をやっており，さらに予備校や塾，翻訳などのバイトをやっ

ていた．これらは時給が良かった．模擬試験の問題作成や，出版社での手伝いもやった．

飲食系や肉体労働はやったことがない．部活は，卓球をやっていた．あまり上達しなか

ったが，ずいぶん走らされて，ジョギングが好きになった．今でも体を動かすことが好

きだ．ほかに，部活ではないが，ロシア語の自主ゼミがあり，それに参加した――この

ような内容です． 

 また，梶先生は授業中に「私も見た」という話をするが，何か国ぐらい行ったのかと

いう質問もあります．たしかに，梶先生はよく旅行をしていましたし，授業では，撮影

した写真をスライドに貼り付けてお話しされていました．回答は次の通りです．ヨーロ

ッパはほとんど行った．ルクセンブルクのような小国には行っていないところがある．

ルーマニア，ブルガリア，ユーゴスラビア，アイスランドにはまだ行っていない．メキ

シコには行ったが，中南米，アフリカ，東南アジア，オーストラリアには行っていない

とあります（2012 年 12 月）．ほかにも，今日の授業は黒の Mac だったが，以前から使

っていたかという質問も取り上げています．回答には，授業に持ってきたのは初めてと

明かしたうえで，授業の持ち込み用にはいつも Windows 機を使うが，20 年来 Mac ユー

ザーだとあります． 

 ときに，学生からの鋭い指摘が入ることがあります．梶先生は，こうした意見を積極

的に採用しており，翌週には共有していました．DNA の発見について講義をする回で

ビデオを視聴しますが，「ワトソン役の人はハエ男か」という，映画好きの梶先生には

たまらない質問が取り上げられています．回答では，主演のジェフ・ゴールドブラムが，

『ザ・フライ』でハエ男になる科学者セス・ブランドルを演じているということを丁寧

に解説しています．科学技術史に関連する良い質問が出た場合には，それを取り上げた

うえで，レポートのよい課題になるので追究するように激励しています．すぐに見つか

るだけでも，「ノーベル賞の対象ではない分野での権威ある賞」，「デファクト・スタン

ダードから合理的なものに移行した例」，「スピンオフのほかの例を知りたい」といった

質問が見つかります． 
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 レポート課題 梶先生は，文章で表現すること（させること）を重視しており，たび

たび言及していました．学部生に対する授業では添削を行うことはありませんでした

が，成績評価のほとんどはレポート課題であり，そのための丁寧な解説を授業の中で行

っていました． 

 梶先生は，木下是雄『レポートの組み立て方』（筑摩書房，1994 年）がお気に入りで，

学生にレポートを課す際には，これを読んで理解しておくことを前提にしていました．

授業では，時間を割いてレポートの書き方について，「目標規定文」（同書 69 頁）を作

ることや，「明確」（172 頁）で「簡潔」（175 頁）に書くこと，また「逆茂木型」（194

頁）にならないように重点先行型で書くといったことを取り上げて指導していました．

私の記憶ではさらに，木下（同 110 頁）の提案に従って，概論・序論・本論・論議の構

成にするよう指示して，論議の部分では，「本論までに執筆した内容を自分で反省する」

といったことを課していたように思います．これを度々見たわけではありませんので，

梶先生も，さまざまな試みをされていたのでしょう． 

 私の手元にある資料では，若干の変遷があるものの，成績評価は文章の執筆による採

点を柱にしています．2010 年度のシラバスによれば，期末試験を行っており，持ち込

み可で，問題は記述式（80 点）を予告しています．2013 年度のシラバスでは，それが

期末課題レポート（80 点）に置き換わっています．感想カードを提出することによる

平常点を 20 点分とし，そのほかの選択課題で追加点を認めています． 

 レポートの出題内容について，2012 年度後期に開講された文系導入科目「科学者とは

何か」では，科学・技術の最近の問題について，資料を集めて見解を論じさせるという

課題を出しています．分量は，A4 サイズの用紙に 4～5 枚を求めています．学部生への

課題としては，要求が高いように思います．採点もかなり大変だったに違いありません． 

 追加点としての選択課題には，博物館見学，書評，設問を作って自ら解答例を示すと

いう，（少なくとも）3 種類があります．授業によっては，二つを組み合わせて出題し

ています． 

 博物館見学課題は，設問に答える形式で論評と感想を求めるものになっています．東

工大は，都内の博物館や美術館のメンバー制度に加入しているため，学生は無料で入館

できる博物館が数多くあります．梶先生の授業を受講してこの制度を知ったという学生

も多いに違いありません．私もその一人です．さて梶先生は，博物館見学を，科学史を

学ぶよい機会ととらえて，積極的に推進していました．手元の資料では，国立科学博物

館に行くように指示していますが，私が授業を聴講した際の記憶では，どの博物館でも

良いと言っていたように思います．資料では，博物館までのアクセス，展示の内容の分

かりやすさ，音声ガイド等について報告するように指示しています．この細かい指示そ

のものが見学で注目するべきポイントを示しており，この配布物を持って博物館に行け

ば，展示の内容はもちろんのこと，博物館側がどのようなことに配慮しているのかも学

生に気付かせるものなっています． 

 書評課題は，授業内に示される文献一覧から選んだ本について，A4 サイズの用紙に

2 枚で書くことを求めています．あくまでも追加点を狙うための課題とはいえ，要求す

る内容は高度です．書評課題については，梶先生が執筆した 2 ページにわたる模範解答

が示されています． 

 設問を作って自ら解答例を示す課題については，2012 年度の「科学概論第二」（後期）

で行われています．他の授業や，他の年度でこの課題を繰り返したかについては分かり

ません．15 回の授業テーマの中から二つを選んで，そのテーマに沿う設問を作り，加

えて解答例を書くことを指示しています．この課題についても，梶先生が執筆した 2 ペ

ージの模範解答が示されています． 
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 上記二つの課題に見られる，教員が模範解答を示すというやり方を，梶先生は意識し

てやっていたようです．梶先生は，東工大生の多くは文章を書くのは苦手だけれども，

基本的な能力が高いので，教員が見本を示せば良いものが出てくるとおっしゃっていた

ことがあります．これにより学生が提出してくるレポートの水準がどれくらい上がるの

か私には分かりませんが，そもそもレポートとは何なのか良く分かっていない学生にと

っては，大きな助けになったに違いありません． 

 また梶先生は，上級生を対象としたクラスで，提出期限の数週間前に，受講者にレポ

ートの概要を発表させていました．私が目にした授業は，受講生が 15 人もいなかった

と思いますが，各学生にレポートの執筆内容を手短に報告させたあと，他の受講生にコ

メントをさせていました．梶先生が言うには，最終的に提出させる前に一度発表をさせ

て，他の人からコメントを受けることで，（そうでない場合に比べて）レポートの質が

ぐっと上がるということでした．この手法は，大学院の授業でも取り入れられていまし

た．梶先生が最初に行ったことなのかは分かりませんが，いずれにしても，梶先生が教

育のために良いと思った取り組みは積極的に授業に取り入れられていました． 

 おわりに 私が東工大に在学していたころに梶先生が温めており，また着手していた

研究構想に，理工系大学における教養教育というものがあります．先生からお話を聞い

た当初，私はその意義が分からず，生意気にも批判的に応答した覚えがあります． 

 私が東工大を離れてから，リベラルアーツ教育研究院が設置されるわけですが，早い

段階から尽力しておられた梶先生は，将来像の拠り所として，東工大の戦後改革に注目

していました．梶先生の理論面での成果は，「＜研究紀行＞東京工業大学の教養教育の

起源を訪ねて――マサチューセッツ工科大学 150 年史と大学史史料室紹介」（『技術文化

論叢』第 16 号，2013 年）や，「大学の組織論から見た教養教育の位置づけ――東京工

業大学の歴史から考える」（『科学史研究』第 271 号，2014 年）といった論考に表れて

います．梶先生は，東工大の歴史をもちろん詳しくご存知だったわけですが，いざ組織

改編を実施する側になって，東工大の戦後改革を再び実現するまたとない機会と捉えた

ことでしょう．岡田大士さんが「東工大『人文社会群』の申し子」（『科学史研究』第

279 号，2016 年）と表現する梶先生にとって，東工大が再び教育に力を入れようとする，

まさにこれからが集大成のはずでした．まだまだご活躍いただきたかったのに，残念で

なりません． 

 私自身が新米の教師として教壇に立つことになって，梶先生から直接的・間接的に教

わったことが役に立っています．この原稿を書きながらも梶先生の実践を思い返し，若

干なりとも先生の科学史教育にかける情熱を受け継いでいきたいという想いを新たに

しております． 

 

 

Bektas Yakup 

(東工大助教) 

 

Professor Kaji Masanori, while talking about his dental treatment and gum problems about 

half a dozen years ago, told me a few times that he was taking special care of his teeth because 

he wanted to make sure that he would still have some of his natural teeth by the time he reached 

his 80s. He explained that in Japan there is an old belief that if one has his natural teeth in his 

80s, it means that he or she will live long. He made clear that he would like to live long, looking 

beyond the age of 90, and I am sure he believed that he would. When his life came to a sudden 

and unexpected end at the age of 60, I remembered these conversations.   

I was always impressed by Professor Kaji’s sincerity in learning and improving his skills and 
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abilities, without any pride of seniority. I still remember the excitement in his eyes when he 

discovered in an English text a motto saying that a good teacher is a good student -always a 

learner. I think he showed this in his academic and teaching life, being always on the lookout 

for new things and new ways of doing. He was especially gifted in ability to learn languages. 

He was studying half a dozen of them. He was a voracious reader and a keen book collector, 

buying a very large number of books. His office was more a library than an office. We knew that 

he also used available rooms in his house and in his parents’ house to store his books. Several 

times I borrowed from him books that I could not find anywhere else. It was also impressive 

how tidily and in good order he kept them. I did sometimes wonder how many of these books 

he or anyone could read in one’s life time. 

Professor Kaji’s perhaps most distinctive characteristic was his readiness to take action 

against behaviour or conduct that he thought was wrong, in cases where many of us would not 

react either because of our shyness or thinking that it was not our duty to interfere. For example, 

when he saw a piece of trash or a bottle left in a public place somewhere in the building, he 

would immediately write a stern note and put it on the wall, warning that this behaviour was 

wrong and it should not be repeated. Once he must have overheard me telling someone that his 

recent note of warning on the wall of our section’s bathroom was a little too harshly worded, 

because the following day I noticed that it had been modified (it still remains there). He would 

carry prepared pieces of paper in his pockets to attach to bicycles wherever he spotted them 

parked where they were not supposed to be on campus – notes saying “This is not a parking 

space, please move your bike.” (Until a few years ago, illegal bicycle parking was a serious 

problem on our campus). He would also stop cyclists from taking paths or spaces on campus 

where they were not allowed to ride.   

Professor Kaji’s great enthusiasm for taking photographs was known to all his acquaintances. 

Photography became almost an obsession. Whether after a meeting, or talk, or tea, or a meal, or 

a campus walk with guests, or any other activity, he would never forget taking pictures with his 

camera placed on a tripod with a self-timer so that he too could be in them. Now, they provide a 

rich visual record of his being here.    

Professor Kaji showed a great concern for foreign students and scholars. He would always try 

to offer them some help or show affection. He often said that he did this because he knew how 

hard it is to be away and living in a strange place. He lived in Russia for a number of years as a 

student in the late 1980s. People were kind to him. So he wanted to extend his own kindness to 

foreign students and visiting foreign scholars. He would invite them to his small house for an 

evening where he and his wife would welcome them. Perhaps his house was the first Japanese 

house that I myself visited. In Japan, it is not a custom to invite guests to private houses.     

One of his last official duties he was able to perform was taking a visiting foreign scholar he 

was hosting to our International House office. Seeing his deteriorating condition, I accompanied 

them. Professor Kaji could no longer walk easily, and it took us not less than 30 minutes to get 

there -a distance usually taking five minutes. On the way back, it looked hopeless that he would 

get to an official staff meeting which was about to start – he always liked meetings where he 

enjoyed talking. I suggested that I could carry him on the cart that we used to carry our visiting 

scholar’s belongings. He accepted without any objection. While trying to get him to sit on the 

cart, I realized for the first time how serious his condition was since he was diagnosed with 

pancreatic cancer ten months before. His legs were swollen so badly that they could not bend at 

all. He sat quietly with legs stretched out as I pulled or sometimes pushed the cart, and I realized 

for the first time that his situation was very serious. I wanted to say a couple of things but I 

could not. We managed to get to the room where the meeting was in progress. This was his last 

academic duty. That night he would be taken to the hospital, where he would pass away only a 

few days later. There was never time for serious conversations over his state. He had always 

given the impression that he was recovering, and I had not doubted it, until that day. 
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